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第１章  現状と課題 

１． 本市の学校給食センターの現状 

 

（１） 市内４センターの現状 

本市は菅間、今成、藤間、吉田の４つの学校給食センターを運営しています。 

このうち、藤間、吉田の２センターは稼働後約 30年が経過しており、老朽化が進んでい

ます。藤間、吉田センターの最近の５年間における施設設備の修繕関係の支出は約 5,000

万円程度となっております。一般的に給食調理場施設の耐用年数は 20～30年とされており、

調理器具等の耐用年数は 10 年から 15 年とされています。藤間、吉田の２センターは昭和

56 年及び昭和 59 年に相次いで稼働していることから、同時期の更新が求められています。

また、これら２センターの調理施設はドライ運用であり、衛生面や労働環境からも更新の

際には、ドライシステムの導入が求められます。 

今成学校給食センターは市内全中学校（特別支援学校を含む）へ給食を提供しているた

め、１日２回の調理（２回転調理）を実施している状況です。他のセンターは１日１回転

の調理となっていますが、本施設は２回転調理となっており、調理後２時間以内喫食を実

施するため、調理回数を１回転にすることが求められています。今成学校給食センターに

ついても、平成５年の改築から 20年近くが経過し、使用機器の改修工事を毎年実施してい

る状況です。今後も計画的な更新が必要となっています。 

また、最近では、光熱水費が増加傾向にあります。使用量としては増加していませんが、

燃料費等の高騰により金額としては増加している状況です。 

 

※ドライ運用：水や食品を床にこぼさずに調理及び洗浄作業を行うことです。 

※ドライシステム：すべての調理機器からの排水が機器等に接続される排水管を通して流す方式です。床

を乾いた状態で使用することで、床からの跳ね水による二次汚染を防ぎ、調理場内の湿度を低く保つこ

とで、細菌の繁殖を抑え、食中毒の発生原因を少なくすることができます。また、シンクや調理釜等の

設備も水が床に落ちないようにするため、ドライシステム対応の設備を整備する必要があります。 
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藤間、吉田学校給食センターにおける修繕費等の過去5年間の累積支出 

藤間学校給食センター 吉田学校給食センター 

※修繕費は車両、事務用備品の費用を除く 
※藤間学校給食センターは平成２３年度に行われた重油タンク設置工事費を含む 
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【今成学校給食センターにおける過去５年間の主な施設設備改修工事】 

年度 件名 金額 

平成 20年度 コンテナ洗浄機等改修工事 約80,640千円 

平成 21年度 検収室改修工事 約12,310千円 

平成 22年度 洗浄室空調設備改修工事 約27,930千円 

平成 23年度 

平成 24年度 

連続揚物機等改修工事 

調理室空調設備改修工事 

約48,460千円 

約11,030千円 

 

【４学校給食センターの概要（平成２５年５月１日現在）】 

項目 
菅間 

学校給食センター 

今成 

学校給食センター 

藤間 

学校給食センター 

吉田 

学校給食センター 

住所 菅間 18-9 今成 2-35-5 藤間 948-1 吉田 444 

設立 平成 17年 
昭和 44年 

（平成５年改築） 
昭和 56年 昭和 59年 

敷地面積 9,908.41 ㎡ 5,492.74 ㎡ 4,725.91㎡ 3,754.00㎡ 

建物面積 5,715.39 ㎡ 3,377.49 ㎡ 1,830.24㎡ 1,683.62㎡ 

調理食数 
 (職員分含む) 

11,855 食 9,284食 3,998食 3,214食 

対象学校 小学校 20校 
中学校 22校 

特別支援学校１校 
小学校 ６校 小学校 ６校 

学級数(食缶数) 368 295 123 99 

調理施設 ドライシステム ドライシステム ドライ運用 ドライ運用 

運

営

概

要 

献立数 ２献立 ２献立 １献立 １献立 

使用食器 合計 ４種類 飯碗、汁椀、菜皿、トレイ 

学校 

直接搬入 
米飯、パン、麺、牛乳、ゼリー等のデザートについては直送委託 

アレルギ

ー対応 

アレルギー対応食の提供はなし。 

主要２品目（卵、牛乳）については、お茶、卵の入っていないパンを提供 

調理運営 

事務職員：２名 

栄養職員：５名 

調理員：37名 

臨時職員(午前)：32名 

臨時職員(午後)：21名 

ボイラー技師:２名 

事務職員：２名 

栄養職員：５名 

調理員：32名 

臨時職員(午前)：23名 

臨時職員(午後)：12名 

ボイラー技師：２名 

運転手：７名 

臨時運転手：４名 

事務職員：２名 

栄養職員：２名 

調理員：14名 

臨時職員(午前)：８名 

臨時職員(午後)：９名 

ボイラー技師：２名 

運転手：３名 

臨時運転手：２名 

事務職員：２名 

栄養職員：２名 

調理員：11名 

臨時職員(午前)：６名 

臨時職員(午後)：11名 

ボイラー技師：２名 

運転手：３名 

臨時運転手：１名 

配送 
外部委託により実施 
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（２） 食数の推移 

学校給食の主たる対象者である公立小中学校の児童・生徒数について、2000 年から 2011

年までの推移を示したものが下のグラフです。 

本市では人口の流入が続いていますが、近年の児童・生徒数はほぼ横ばいで推移してい

ます。長期的には少子化の影響で児童・生徒数は減少傾向となっています。 

実数では 2000 年の児童・生徒数 27,511 人が、2011 年は 26,500 人とこの 11 年で 1,011

人（▲3.7%）減少しており、その中で児童数は 507人（▲2.8%）、生徒数は 504 人（▲5.5％）

と微減傾向にあります。 

また、将来の児童・生徒数の推計を行うために、1990～2010 年までの間で行われた国勢

調査の結果と第三次川越市総合計画を基に 2010年以降の人口を推計すると、年少人口が減

少していくことから、児童・生徒数についても減少していくことが推測されます。 

児童・生徒数の減少により将来の食数も減少が予想されます。本市では平成 22 年度の

28,500食から、平成 27年度は 27,900食、平成 37年度は 25,300食、平成 47 年度は 20,900

食と推移することを想定しています。 

 

資料：学校基本調査 

本市の人口の推移と将来推計 

年 総人口 年少人口 

(15歳未満) 

生産年齢人口 

(15歳以上 65歳未満) 

老年人口 

(65歳以上) 

1990 304,854 人 54,816 人（18.0％） 224,358 人（73.7％） 25,252 人（8.3％） 

2000 330,766 人 46,989 人（14.2％） 241,036 人（73.0％） 42,377 人（12.8％） 

2010 342,670 人 44,495 人（13.0％） 225,121 人（66.0％） 71,713 人（21.0％） 

2015 342,222 人 43,105 人（12.6％） 210,581 人（61.5％） 88,536 人（25.9％） 

2020 337,768 人 41,150 人（12.2％） 201,296 人（59.6％） 95,322 人（28.2％） 

2025 328,932 人 38,135 人（11.6％） 195,251 人（59.4％） 95,546 人（29.0％） 

資料：1990～2010年：国勢調査、2015～2025年：国勢調査及び川越市総合計画を基に推計 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

児童・生徒合計 27,511 27,282 27,141 27,209 27,038 26,852 26,827 26,560 26,552 26,588 26,544 26,500

児童数 18,359 18,321 18,387 18,548 18,616 18,463 18,329 17,996 17,950 17,930 17,875 17,852

生徒数 9,152 8,961 8,754 8,661 8,422 8,389 8,498 8,564 8,602 8,658 8,669 8,648
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また、近年の学校給食の実施回数を見たものが、下表です。 

年間の実施回数は 184～190回実施しています。休日制度や授業日数等の大幅な変更がな

い限り、将来実施回数が大きく変動することはないと思われます。 

 

川越市の学校給食の実施回数の推移 

 

（３） 学校給食費 

保護者の方が負担する学校給食費の１食あたりの単価は、平成24年度では、小学校（高

学年）で231.58円、中学校で283.68円となっています。 

 

（４） 残渣等の状況 

本市の学校給食センターから排出される残渣等（調理時の野菜くず及び食べ残し）は、

年間約385ｔ（平成23年度）、日量で約２ｔとなっています。環境問題が深刻さを増しその

対応を迫られている社会情勢を踏まえると、これら残渣等は環境に配慮した処理等を行っ

ていく必要があります。 

現在、残渣等は、菅間学校給食センターでは堆肥化し、市内の野菜農家や学校や一般市

民の方に無償で配布し、その他のセンターでは業者回収のうえ焼却処分されている状況で

す。 

牛乳の飲み残しについては、堆肥化ができないため、本市では産業廃棄物として産業廃

棄物処理業者に回収及び処理を委託するという対応を行っているところです。 

なお、県内市町村の残渣処理状況は、給食センター方式及び自校調理方式ともに、可燃
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給食食数の推移と推計 

Ｈ19年度 Ｈ20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

小学校 187 186 184 181 188 190

中学校 188 187 185 181 188 190

*平成22年度の給食予定回数は小学校185回、中学校186回だったが、東日本大震災の影響により

181回に減少している
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ごみとして処理をしている学校が多くなっています。 

 

埼玉県市町村の学校給食における残渣処理の状況 

 
資料：「埼玉の学校給食（平成 24年度）」 

※割合の合計は端数処理の関係から 100%にならないものがあります。 

（５） アレルギー対応 

学校給食における食物アレルギーへの対応は「学校給食実施基準」（平成 21年４月１日

施行）における留意事項（文部科学省スポーツ・青少年局長通知）において、「食物アレ

ルギー等のある児童生徒に対しては、校内において校長、学級担任、養護教諭、栄養教諭、

学校医等による指導体制を整備し、保護者や主治医との連携を図りつつ、可能な限り、個々

の児童生徒の状況に応じた対応に努めること」と記載されています。 

本市の学校給食においては、小中学生の食物アレルギー対応食申請者のうち 245 人（平

成 24年）に対し①牛乳の代替として茶を提供、②主食等の代替提供（卵なしのパンの提供

等）、213人に対し③アレルギーのある児童・生徒の保護者へ給食に使用する食材の成分配

合表を配布等での対応を実施している状況です。 

これらの国の方向性や本市の取組み状況から、（仮称）川越市新学校給食センターにお

いては食物アレルギーへの更なる対応を検討する必要があります。 

ただし、平成 24年に東京都調布市の小学校で、食物アレルギーを有する児童が、学校給

食終了後、アナフィラキシーショックが疑われる症状で亡くなるという事故があったよう

に、アレルギー対応の実施は、該当の児童・生徒だけでなく、その家族、学校等の関係者

等が大きなリスクを負担することになるため、その対応には慎重な姿勢が求められます。 

 

 

（６） 放射能対応 

平成 23年の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の影響から、本市では学

校給食に使用する食材３品目程度及び給食１食分について原則として毎日測定しており、

50 Ｂｑ/ｋｇを超える値が検出された食材については、学校給食への使用を控えるという

対応をしています。 

 

 

施設分類

処理方法 学校数 割合 学校数 割合 調理場数 割合

249 69.2% 105 78.4% 34 41.0%

18 5.0% 7 5.2% 14 16.9%

6 1.7% - - 5 6.0%

2 0.6% - - 2 2.4%

52 14.4% 16 11.9% 16 19.3%

33 9.2% 6 4.5% 12 14.5%

360 100% 134 100% 83 100%

*堆肥化以外の処理：粉砕脱水処理、分解消滅等

単独調理場

小学校 中学校
共同調理場

【図表】 埼玉県市区町村の学校給食における残滓処理の現況

平成2４年５月1日現在

併用

可燃ゴミとして処理

処理機による堆肥化（コンポスト含む）

処理機により堆肥化以外の処理後可燃ごみとして処理＊

飼料として処理

その他

合計
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（７） 調理方式 

 

① 埼玉県内の状況 

学校給食の調理方式には、共同調理（給食センター方式）、単独調理（自校調理方式）

及び全面委託があります。本市では、給食センター方式を採用しており、４箇所のセンタ

ーから市内の全小中学校に給食を提供しています。 

県内市町村においては、給食センター方式を採用する学校が半数以上となっています。 

 

埼玉県市町村の学校給食における調理方式の状況 

 
資料：「埼玉の学校給食（平成 24 年度）」 

 

② 本市における調理方式の検討 

本市では、平成２４年度に給食センター方式と自校調理方式について、運営や人員配置、

食育、施設整備などについて調査し比較検討を行いました。本調査の概要は以下のとおり

となっています。 

 

【調査概要】 

１） 埼玉県内の他自治体における調理方式に関する調査 

 埼玉県内の自校調理方式の設置状況：面積、設備、調理体制、調理方式の選択理由 

   等を調査 

２） 本市における調理方式の比較検討調査 

 自校調理方式と給食センター方式の比較検討：コスト面及びコスト以外の定性的な  

条件を比較。他自治体の事例も踏まえて検討。 

 各小中学校敷地における自校調理方式の調理場設置にあたっての可能性調査：図面 

上から設置可能性を検討 

 

１） 埼玉県内の他自治体における調理方式に関する調査 

 

埼玉県内の自校調理方式の設置状況や、面積、設備などの基準のほか、県内で自校調理

方式調理場と給食センター方式調理場を併用して運営している自治体に対し調理方式を切

り替えた理由や職員が感じていることなどについて調査を実施しました。 

自校調理方式に切り替えた理由としては、市長の公約などがありました。ただし、自校

調理方式へ切り替えるという方針があっても、財政的な事情などで実現には至っていない

事例もありました。 

他方で、自校調理方式から給食センター方式へ切り替えている自治体では、栄養職員や

学校数 割合 学校数 割合 学校数 割合

単独調理 360 44.2% 132 31.5% 492 39.8%

共同調理 423 52.1% 271 64.5% 694 56.4%

全面委託 30 3.7% 17 4.0% 47 3.8%

合計 813 100% 420 100% 1233 100%

平成24年５月１日現在

小学校 中学校 合計



 

7 

 

調理員の配置の問題や、安全管理面が切り替えの理由に挙げられています。自校調理方式

での人員配置の不安定さがうかがえる回答となっています。 

 

 

２） 本市における調理方式の比較検討調査 

 

 コスト面での比較検討 

他自治体の事例調査において両調理方式を比較すると、以下の調査結果からコスト面で

は給食センター方式が有効との結論が得られました。 

 １食あたりの必要面積：給食センター方式のほうがやや省スペースである 

 職員一人当たりの調理食数：給食センター方式のほうが多い 

 １食あたりの単価：給食センター方式のほうが低額である 

 

また、本市の小中学校の食数をベースに試算した１食あたりの経費の比較では、施設整

備費、人件費で給食センター方式が自校調理方式よりも低額という結果となりました。 

さらに自校調理方式移行シミュレーションでは、自校調理方式へ移行が完了するまでの

維持管理運営費・人件費の合計を試算しましたが、移行しないで給食センター方式を継続

するパターンが低額という結果となりました。 

以上のことから、本市においても、コスト面では給食センター方式が有効であるという

結果となりました。 

 

 コスト面以外での比較検討 

コスト面以外での検討項目としては、人員配置や学校の事務負担などの管理面、食材調

達・食育・アレルギー対応等の運営面が挙げられます。これらの項目を比較した結果を以

下に整理しました。 

 人員配置：児童・生徒数 549 人以下の学校では４校に１人の栄養職員の配置が基準

であるため、自校調理方式の場合、栄養職員不在の学校が出ることで給食の安全性

などが懸念されます。 

 献立作成・食材調達：独自性や特色のあるものを行うことに関しては自校調理方式

にメリットがあると言えます。また、手作り献立は本市の学校給食センターの規模

では難しいと言えます。 

 地場産農産物の活用：個人農家からの直接調達は自校調理方式でないと難しいと思

われますが、給食センター方式においても調達の仕組みを工夫することによって地

場産農産物の活用向上を図ることは可能であると考えられます。 

 アレルギー対応：調理方式によって対応に大きな違いがあるとは言い難く、どのよ

うに対応するかは、各自治体の考え方に左右されるものであると言えます。 

 食育：本調査で回答が得られた取組事例は「自校調理方式だから」「自校調理方式を

活用した」という観点からのものではなく、あえて自校調理方式が優位と言える理

由は見受けられませんでした。自校調理方式による食育の効果は、積極的な取組み
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というより、身近に存在していることによる日常的な会話や触れ合いにより自然と

育まれる感謝の気持ちや食に関する知識の向上、完食への意識などの効果というも

のかと思われます。ただし今回の調査では、児童・生徒が、調理作業を見ることが

できない、調理員の方々との会話もないという調理場もあるので、食育の観点から

は活用しきれていないところもあるということが言えます。自校調理方式であって

もそこに携わる人の姿勢で差が出ることが考えられます。一方、給食センター方式

であっても、本市の各学校のように食育の取組を実施し、食べ残しの減少などの効

果をあげている例もあることから、方式が理由で食育の取組みが大きく異なるとは

言い難いという結果になりました。 

 

 自校調理方式の調理場設置にあたっての可能性調査 

市内小中学校での自校調理方式調理場設置調査においては、図面上から確認される簡易

調査ではありますが、どの学校も単に空きスペースに調理場を設置するということで設置

できるものではなく、既存工作物の移設など、学校ごとの様々な課題を解決しないと設置

に至らないということが確認されました。また、市街地の中にある学校については、周辺

に民家等が密集しているところも多く、調理作業による音や臭いなどによる影響も懸念さ

れます。 

 

３） 結論 

自校調理方式については、前述の通り、本市の小中学校で調理場設置の余裕のある学校

は１校もなく、敷地の拡張をはじめ何らかの課題を解決しないと校内への調理場設置は実

現しない状況です。また運営面についても、新たに学校職員による管理体制の構築が必要

となる等、安全性の担保にも懸念があります。さらに、調理場設置だけでなく、設置の要

件を満たすための更なる財政的負担が生じることになる等、自校調理方式の採用は非常に

困難です。 

一方、給食センター方式は、これまで市に実績があることや、コスト面で自校調理方式

に対する優位性があることから、採用への障壁は少ないと思われます。 

また、自校調理方式のメリットとして考えられる食育に関しては、給食センター方式を

採用する場合でも、自校方式の取組みを参考にし、学校と連携した取組み、栄養職員によ

る食指導の充実などの強化を図ることで食育の効果を高めていくことが可能と考えます。 

以上のことから、本市における学校給食の調理方式については、自校調理方式のメリッ

トとして考えられることを最大限取り入れることとし、給食センター方式で整備を進めて

いくことが適当との結論となりました。 

 

 

  



 

9 

 

２． 本市における学校給食を取り巻く現状 

 

（１） 財政 

本市の財政力を表す財政力指数（基準財政収入額を基準財政需要額で除したもの）は平

成 19年度から平成 22 年度の４年間は１を超えていましたが、平成 23年度は 0.983となり

ました。 

さらに、財政構造の弾力性を示す指標である経常収支比率は平成 20年度以降 90％を超え

ており、将来的にも人口構造の変化により歳出に占める義務的経費（人件費、扶助費及び

公債費。特に扶助費の増加が予想される）などの割合が増加し、新たな施策の実施や臨時

的な行政需要に充てる財源が減少していくことが懸念されています。 

また、公債費比率は平成 16年度以降 10％以上で推移しています。今後は更新の時期を迎

える公共施設の増加も見込まれることから、公債費比率は上昇するものと想定されます。 

現在の社会・経済状況から考えると、今後大幅に税収が伸びるという状況が発生するこ

とは期待できないため、厳しい財政状況が続くものと考えられます。 

このような財政状況を踏まえると、今後は財政負担を軽減するための取組みが求められ

ます。公共施設に関しては、その有効活用や効率的な運用、施設整備におけるＰＦＩ等の

公民連携手法の採用等の検討を進めることが必要と考えられます。 

 

   平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

財政力指数 1.040  1.069 1.070 1.023 0.983 

経常収支比率（％） 89.4 91.5 95.3 92.2 91.8 

公債費比率（％） 10.4  10.1  10.1  10.0  10.3  

＊財政力指数は高い程、財源に余裕があることを示します。経常収支比率は 100に近い程、財政の硬直

化が進んでいることを示します（80％を超えると財政の弾力性を失っていると判断される）。公債費比率は、

公債費に充てられる一般財源の額の標準財政規模に占める割合です。通常財政構造の健全性が脅かされな

いためには、この比率が 10％を超えないことが望ましいとされています。 

資料：平成 23年度川越市中期財政計画、川越市決算カード 
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（２） 農業 

学校給食法の改正により学校給食の目的として、従来の「学校給食の普及充実」に加え、

「学校における食育の推進」が新たに規定されました。川越市食育推進計画では学校給食

への川越産農産物の使用割合向上の目標が設定されています。 

① 農家数及び農業に従事する人口 

農家数、農業に従事する人口ともに減少傾向にあります。ただし、基幹農業従事者数

が約半減する一方で、専業農家数は 2000年から 2010年にかけて約７％増加しています。 

資料：農林業センサス 

② 農地 

畑が 2005年から 2010 年に約 50 ha（約５％）増加した結果、長く減少傾向にあった耕

地面積は下げ止まりが見られています。 

 
資料：農林業センサス 
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③ 農業生産 

川越市の農業生産の特色を示す農業算出額（2006 年）を見ると、産出額の約６割が野

菜、約２割が米となっており、野菜が大きなウェイトを占めていることが分かります。 

米の収穫量は 8,000 t 前後で推移しており、平成 22年は 7,610 tとなっています。 

野菜は「かぶ」、「ほうれんそう」、「だいこん」、「さといも」、「ちんげんさい」が収穫

量上位５つの品目です。また、「かぶ」、「ちんげんさい」、「えだまめ」は県下市町村で１

位の収穫量となっています。 

 

 

資料：農業生産所得統計、作況調査（水稲は平成 22年、野菜は平成 18年データ） 

  

収穫量
（ｔ）

作付面積
（ha）

水稲 7,610 1,730
野菜

かぶ 4,180 118
ほうれんそう 3,700 278
だいこん 2,734 56
さといも 1,510 58
ちんげんさい 963 47
にんじん 896 21
ばれいしょ 711 29
きゅうり 546 11
えだまめ 540 54
トマト 462 6
キャベツ 430 12
はくさい 374 8
ねぎ 243 13
なす 151 4
たまねぎ 124 4
レタス 88 4
ピーマン 9 1

野菜

456千万

円

（58.0%）

米

177千万円

（22.5%）

花卉

89千万円

（11.3%）

畜産

（主に豚）

30千万円

（ 3.8%）

その他

34千万円

（4.3%）

2006年

農業産出額

786千万円

川越市の農業産出額構成比（2006年）
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３． 本市の学校給食における関連計画等 

 

学校給食センターが関連する本市の計画等について整理します。 

 

（１） 第三次川越市総合計画(後期基本計画） 

第三次川越市総合計画（対象期間：平成 18～27年度）においては、推進する施策の一つ

に学校給食センターの整備が挙げられています。 

 

「第三次川越市総合計画後期基本計画」（平成 23～27年度） 

【分野別計画】 

第２章 学びと交流を深め、豊かな心と文化をはぐくむまち 

第２節 個性を生かす学校教育の推進 

施策２ 教育環境の整備・充実 

４．学校給食の充実 

① 老朽化した学校給食施設は、改築計画を策定し、整備を図ります。 

② 学校給食施設の整備や献立の充実、安全でおいしい学校給食を提供するとともに、

給食指導や食に関する指導を通じて児童生徒の食育を推進します。 

 

 

（２） 川越市教育振興基本計画 

川越市教育振興基本計画（計画期間：平成 23～27年度）では、「学校給食の充実」とし

て、食育の推進、地場農産物の使用の拡大を含む給食内容の充実、施設整備が主要な施策

となっています。この「学校給食の充実」は、計画期間内に重点的に取り組む施策とされ

ています。また、学校給食への川越産野菜の使用割合を平成 27 年度末に 20％とすることが

数値目標とされています。 

 

「川越市教育振興基本計画」 

方向性Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の推進 

施策２ 安全・安心で質の高い教育を支える教育環境の整備・充実 

（４）学校給食の充実 

① 食育の推進 

・児童生徒が生涯健康で充実した生活を送るために、学校給食を通した食に関する指

導に加え、教科等と連携した食に関する指導の推進に努めます。 

・効果的な食に関する指導を推進するため、栄養教諭制度等の指導体制の整備を推進

するとともに、学校、家庭、地域への啓発、情報提供など、連携した取組みを目指

します。 

② 給食内容の充実 

・安全、安心でおいしい給食を提供するため、栄養的にバランスの取れた給食を提供

し、児童生徒の健康の増進や体力の向上を目指します。 

・学校給食で使用する食材の安全確保に努めるとともに、地場農産物の使用拡大に努

めます。 

③ 学校給食施設の整備 

・藤間学校給食センターと吉田学校給食センターは老朽化が進んでいるため、施設の
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更新を計画的に推進していきます。 

・学校給食の安全性の向上を図るため、調理場のドライ化を推進します。 

 

項目 
現在値 

（平成 21年度末） 

目標値 

（平成 27年度末） 
説明 

学校給食における地場

産物の使用拡大 
19.3% 20.0% 

学校給食への川越産野

菜使用割合 
 

 

 

（３） 川越市食育推進計画（平成 22年 3月） 

川越市食育推進計画（計画期間：平成22～26年度）においては、学校給食に関して、学

校給食または学校給食センターを通じて、子どもたちをはじめ市民が食とのつながりを深

めること等が掲げられています。また、地産地消の推進として、学校給食への川越産野菜

の使用割合向上の目標が設定されています。 

食育の目標値 

基本方針 目標項目 現状値 目標値 

地場産物を生かし、伝統と

新しい食文化をめざします 

学校給食への川越

産野菜使用割合 

16.6 % 

(平成 20年) 

20.0 % 

(平成 30年度) 

 

 

（４） 川越市地域防災計画（平成 21年 3月） 

本計画では、災害時における食料の炊き出しについて、学校給食センターを利用するも

のとされており、それに伴い関係業者から学校給食センターへ食料が搬送され、また、炊

き出しをした食料は「給食班」が避難所まで搬送する計画となっています。 

既存の学校給食センターには災害対応機能が具備されておりませんが、平成23年３月の

東日本大震災を踏まえると、（仮称）川越市新学校給食センターには炊き出しの実施等を

可能とする災害対応機能の導入が求められるところです。 

 

「川越市地域防災計画」 

第２編 震災対策計画  第２章 震災予防計画 第２節 震災に強い防災体制の整備 

第３ 非常用物資の備蓄   ３.６ 物資の調達体制の整備 

(２) 炊き出し実施体制の整備 

地震災害時における食料の炊き出しについては、学校給食センター施設を利用するもの

とし、要員の確保、食材の調達方法等について定めておくものとする。 

また、学校給食センター施設が被災するなどの状況により、避難所等で現地炊き出しす

ることも考慮し、煮炊き釜やかまどセット等の調理機材の備蓄を推進する。 

 

第３章 震災応急対策計画   第２節 発災初期における災害応急対策活動 

第 14  食料の供給   14.３ 食料の調達・供給 

(４) 食料の搬送 

川越市の搬送は、「管財輸送班」が庁用車又は(社)埼玉県トラック協会川越支部等の協力

を得て実施する。ただし、学校給食センター施設を利用し、炊き出しをした食料は、「給食

班」が避難所まで搬送する。 

(６) 炊き出しの実施 



 

14 

 

地震災害時における食料の炊き出しは、「食料・物資調達班」が調達した米穀等により「給

食班」が学校給食センター施設を利用し実施する。 

また、必要に応じ、川越市所有の煮炊き釜やかまどセットを使用し、避難所で現地炊き

出しを実施する。 

なお、炊き出し等が実施困難と認めるときは、埼玉県に炊き出し等について協力を要請

する。 

 

 

 

（５） 第二次川越市環境基本計画（平成 19年 4月） 

本計画では、「地球温暖化対策の推進」及び「資源循環型地域社会の形成」が主要施策に

挙げられており、「新エネルギー等の導入促進」及び「公共施設から排出される生ごみの堆

肥化等を推進します」が具体的な取組みとされています。 

 

「第二次川越市環境基本計画」 

第４章 施策内容 

１ 地球温暖化対策の推進  １－１ 地球温暖化対策の推進 

１－１－３ 新エネルギー等利用の促進 

○新エネルギー等の導入促進 

・公共施設への太陽光発電システム及び燃料電池等の新エネルギー設備の設置を図りま

す。 

 

２ 資源循環型地域社会の形成  ２－１ ４Ｒの推進 

２－１－１ 発生抑制（リフューズ・リデュース）促進 

○生ごみ処理 

・公共施設から排出される生ごみの堆肥化等を推進します。 

 

 

 

（６） 川越市公共施設マネジメント白書（平成 25年３月） 

本市では、少子高齢化の進行により歳入の根幹である市税収入の大幅な伸びが期待でき

ないことや、扶助費（福祉や社会保障関係経費）の増加により、今後も厳しい財政状況が

予想されます。そのような中、既存公共施設をできる限り有効に活用し、時代とともに変

化する市民ニーズに適応するため、本市が所有及び管理する公共施設の将来的な利用状況

や公共施設にかけられる財源を可視化し、市民への情報公開を行うため「川越市公共施設

マネジメント白書」が策定されました。 

公共施設の設備更新や維持管理に支出できる投資的経費は今後増加することは見込めず、

限界があるということを前提に、公共施設のあり方を検討する必要が挙げられています。

そのため、公共施設の維持管理、新規整備や修繕工事における資金調達について、多様な

主体との協働の理念を活かすことが求められております。 

学校給食センターは、人件費が全事業費の４割弱を占めていることが挙げられており、

施設の更新をする際には、民間活力の導入について検討することとされております。 
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「川越市公共施設マネジメント白書」 より 

 第Ⅰ部 公共施設マネジメント方針 

 第３章 公共施設マネジメントの基本方針 

 ３－２ 基本的な考え方 

 ３－２－３ 協働の理念に基づく維持管理・運営 

（１） 市民、民間企業、社会福祉法人、NPO法人などの民間活力の導入 

最近では、指定管理者制度、PFI、包括的民間委託など、これまで行政が担っていた役割

を民間などが担う仕組み（法制度）が整えられてきました。また、地方自治法の改正によ

り、これまで認められていなかった行政財産も、一定の条件の下で貸し付けができること

となりました。 

 公共施設の維持管理・運営において、そうした民間活力を積極的に取り入れたり、新規

整備や修繕工事にあたって、民間資金の活用を積極的に図ったりすることで、公共施設の

機能や役割に応じて、民間企業、社会福祉法人、NPO法人、自治会、ボランティアなど、多

様な主体との協働を図ることが大切です。 

 

 

 第Ⅱ部 川越市公共施設の現況分析 

 

 第６章 用途別公共施設の実態と分析 

 ６－７ 行政関連施設 

 ６－７－４ 給食センター 【４施設】 

（５） まとめ 

 学校給食センターは、事業コストにかかる人件費の割合が高いことから、施設の更新を

事業化する際には、民間活力の導入を検討し、効率的な運営を図っていくことが求められ

ると考えます。 
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４． 本市の学校給食センターの課題等 

 

（１）必要性 

本市の学校給食センターの現状などから、新たな学校給食センターの整備が必要である

ことが認められます。 

この施設の更新にあたり、藤間・吉田の各学校給食センター分と今成学校給食センター

の 1 回転分に対応する形で個別に整備する場合と、これらを 1 カ所の学校給食センターと

して整備する場合では、1カ所に集約した学校給食センターとする方が建設費等の圧縮が可

能となり、スケールメリットが大きいと言えます。本市では、既に約 12,000 食規模の菅間

学校給食センターが稼働しており、施設整備や維持管理・運営業務等における事業規模な

どの想定もできるところです。また、個別の整備では、同時期に複数の事業用地の確保が

必要となり、円滑に更新することが難しくなることが想定されます。 

したがって、新たな学校給食センターについては、藤間・吉田センターの食数分及び今

成センターの１回転分の食数を調理可能な規模とし、統合した一つの学校給食センターと

して整備することとします。 

 

新たな学校給食センターの必要性 

現状 
 藤間・吉田学校給食センターの老朽化 

 今成学校給食センターの２回転調理 

課題 

 藤間・吉田学校給食センターを代替し、今成学校給食センターの負荷を低減

する施設の検討 

 学校給食を提供しながら施設を更新する必要がある 

 同時期に複数の施設整備は、事業用地取得、建設費等を考慮すると難しい 

対応策 

の方向 

 新たな学校給食センターを整備する 

 藤間センターと吉田センターの食数及び今成センターの１回転分の食数を

調理可能な規模のセンターを整備する 

 

 

（２）課題 

本市の学校給食センターの現状、本市における学校給食を取り巻く現状、本市の学校給

食における関連計画を踏まえると、新たな学校給食センターの整備・運営においては、次

のような項目が課題として挙げられます。 

 

１ 食の安全・安心 

現状  食の安全・安心への意識の高まり 

課題 

 衛生管理が徹底された施設・設備、学校給食運営業務 

 食材に対する安全・安心を確保する観点からの川越産農産物の活用向上 

 アレルギー対応給食については、学校と学校給食センターが緊密な連携のも

と慎重に対応を検討することが求められる 

対応策  安全・安心でおいしい給食の提供 
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の方向  衛生管理が徹底された施設づくり 

 川越産農産物の活用向上を目指した食材調達 

 ハード・ソフト両面でアレルギー対応方法を検討 

 

 

２ 食育の推進 

現状  調理方式は給食センター方式とすることを想定している 

課題 
 自校方式の持つ食育面での長所を活かす 

 食育推進計画に則り、川越産農産物の活用を進める 

対応策 

の方向 

 自校調理方式の良さも取り入れ、充実した食育の取組みを推進することがで

きる学校給食センターを整備運営する 

 川越産農産物の活用向上を目指した取組みの推進 

 

 

３ 環境負荷の低減 

現状 
 残渣等の発生 

 光熱水費の増加 

課題 

 残渣等は環境問題及び教育面に鑑み、環境負荷の少ない方法で処理する 

 環境に配慮した残渣等の処理 

 省エネルギーに配慮した施設 

対応策 

の方向 

 環境負荷を低減する残渣等の処理を推進する 

 環境負荷低減に配慮した施設設備の導入 

 

 

４ 災害対応 

現状  東日本大震災のような災害発生時における対策の重要性が認識されている 

課題  災害時において学校給食センターの役割を全うできる施設づくり 

対応策 

の方向 
 災害対応機能を備えた施設づくり 

 

 

５ 効率的・効果的な事業の実施 

現状  厳しい財政状況のもと、財政負担を軽減する取り組みが求められている 

課題 
 効率的かつ効果的な施設整備、維持管理・運営 

 民間活力の積極的な活用 

対応策 

の方向 

 施設整備から維持管理・運営に至る事業全般を通じて民間活力を導入するこ

とを検討する 
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第２章  事業の基本理念 

 

第１章で整理した課題等を踏まえ、（仮称）川越市新学校給食センター事業の基本理念は

次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 確実な衛生管理で安全・安心でおいしい給食の提供ができる施設 

 「学校給食衛生管理基準」に基づいた施設 

「学校給食衛生管理基準」に基づき、ＨＡＣＣＰ1の考え方に沿った工程管理を導入 

 衛生管理、作業効率に配慮した調理設備 

安全な調理機器を導入し、作業動線が交差しない作業形態とすることで、確実な衛生

管理と調理時間の短縮を実現 

 川越産農産物の活用を目指した食材調達 

安全でおいしい川越産農産物の活用向上に取り組む施設 

 児童・生徒の食物アレルギー対応 

食物アレルギーをもつ児童・生徒にアレルギー対応食を提供 

  

                                                   
1 ＨＡＣＣＰ：原料の入荷から製造・出荷までのすべての工程において、あらかじめ危害を予測し、その

危害を防止（予防、消滅、許容レベルまでの減少）するための重要管理点（CCP）を特定して、そのポイン

 

① 確実な衛生管理で安全・安心でおいしい給食の提供ができ

る施設 

② 川越産農産物のさらなる活用と食育啓発に貢献できる 

施設 

③ 環境負荷低減に配慮した施設 

④ 災害時に対応する施設 

⑤ 効率的・効果的な事業が実施される施設 

（仮称）川越市新学校給食センター事業の基本理念 
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② 川越産農産物のさらなる活用と食育啓発に貢献できる施設 

 川越産農産物をさらに活用した給食の提供 

現行以上の川越産農産物の活用を促進 

 食育啓発に貢献できる施設 

 

 

③ 環境負荷低減に配慮した施設 

 環境に対する負荷への配慮 

新エネルギーの導入促進 

環境負荷低減に配慮した施設設備の導入 

 残菜処理 

（仮称）川越市新学校給食センターで発生する残菜等の再利用が可能な資源について、

環境に配慮したうえで施設内にて堆肥化 

 

 

④ 災害時に対応する施設 

 災害時の食料の炊き出しに対応 

災害時には（仮称）川越市新学校給食センター施設を利用し食料の炊き出しを実施 

 

 

⑤ 効率的・効果的な事業が実施される施設 

 民間活力を積極的に活用し財政負担を軽減 

施設整備から維持管理・運営に至る事業全般を通じて民間活力を導入する 
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第３章  導入機能 

１．導入する機能 

（仮称）川越市新学校給食センターに導入する機能は、基本理念に基づき以下の機能の

導入が考えられます。なお、「基本理念⑤ 効率的・効果的な事業が実施される施設」につ

いては、施設整備から維持管理・運営に至る事業全般を通じて財政負担の軽減を図ること

が可能となる事業のしくみや、各業務において効率性を重視した実施を推進することなど

の検討により実現するものとします。 

 

 

基本理念① 確実な衛生管理で安全・安心でおいしい給食の提供ができる施設  

→導入機能：①－１ ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた工程管理 

①－２ 衛生管理・作業効率の向上を目指した設備等 

① －３ 安全でおいしい川越産農産物の活用 

①－４ アレルギー対応 

 

基本理念② 川越産農産物のさらなる活用と食育啓発に貢献できる施設 

→導入機能：②－１ 川越産農産物活用の向上 

②－２ 食育事業 

 

基本理念③ 環境負荷低減に配慮した施設 

→導入機能：③－１ 新エネルギーの導入促進 

③－２ 残渣等の敷地内での堆肥化 

③－３ その他の環境負荷低減のための機能 

 

基本理念④ 災害時に対応する施設 

→導入機能：④－１ 災害時の炊き出し等 

 

基本理念⑤ 効率的・効果的な事業が実施される施設 

→ ➢施設整備から維持管理運営まで、事業全体を通じて効率的・ 

効果的な事業が実施できる事業手法を採用 

➢それぞれの導入機能において、効率的・効果的に業務を展開 

 

 

 

以下、想定しているこれらの導入機能について、具体的にどのような方策で実施してい

くのか、基本的な考え方を示します。 
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２．各導入機能の考え方 

 

■基本理念① 確実な衛生管理で安全・安心でおいしい給食の提供ができる施設 

 

 

学校給食衛生管理基準では、学校給食の衛生管理はＨＡＣＣＰの考え方に基づいて行う

こととしています。（仮称）川越市新学校給食センターにおいても、徹底した衛生管理を

実現するため、各工程においてＨＡＣＣＰの考え方に基づく衛生管理システムを構築し管

理していきます。 

 

 

 

 

（仮称）川越市新学校給食センターでは、衛生管理及び作業効率の向上を目指してまい

ります。 

ドライシステムの導入をはじめ、汚染区域と非汚染区域の分離、外部からの異物混入を

防止するための設備、安全な調理機器を導入し、作業動線が交差しない配置計画とするこ

とで衛生管理の向上を図ります。また、食材の搬入から給食の搬出までの物流や作業の流

れに配慮し円滑に進むようなフロア計画や、空調等作業環境にも配慮した設備計画を行い

ます。その他、提供食数に見合った調理設備の適切な設置を行うことにより作業効率の向

上を図ります。 

 

 

 

 

学校給食に川越産農産物を積極的に活用します。川越産農産物を活かしておいしい多彩

なメニューを展開するなど、地産地消の推進を図ります。 

なお、（仮称）川越市新学校給食センターにおける川越産農産物の活用向上の考え方は、

「②－１川越産農産物活用の向上」で示します。 

 

 

 

 

食物アレルギー対応食については、他の自治体でも導入する学校給食センターが増えて

きています。（仮称）川越市新学校給食センターでは、食材に対する安全・安心を確保し、

安全・安心な給食を提供する一環として、食物アレルギーのある児童・生徒の対応を図る

ことが望ましいと考えています。 

①－１ ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた工程管理 

①－２ 衛生管理・作業効率の向上を目指した設備等 

①－３ 安全でおいしい川越産農産物の活用 

①－４ アレルギー対応 
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（１）現状 

本市では現在、食物アレルギーのある児童・生徒に対して以下のような対応をしていま

す。 

 

対応方法 
平成 24 年度 

対応者数 

牛乳の代替として茶を提供 191 人 

卵入りのパンを卵なしのパンにする等、主食の代替提供 54 人 

食物アレルギーのある児童・生徒の保護者へ、給食に使用す

る食材の成分配合表を配布 
213 人 

※重複あり 

 

（２）対応食の方法 

文部科学省「学校給食における食物アレルギー等を有する児童生徒への対応について～

「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」のポイント」によると、学校給

食における対応食の方法は、概ね以下の４つに分けられます。 

 

① レベル１：詳細な献立表対応 

学校給食の原材料を詳細に記入した献立表を家庭に事前に配布し、それを基に保護者

や担任などの指示もしくは児童生徒自身の判断で、学校給食から原因食品を除外しなが

ら食べる対策。すべての対応の基本であり、レベル２以上でも詳細な献立表は提供する

こと。 

 

② レベル２： 弁当対応（一部弁当対応） 

普段除去食や代替食対応をしている中で、除去が困難で、どうしても対応が困難な料

理において弁当を持参させる。 

 

 

③ レベル３：除去食対応 

申請のあった原因食品を除いて給食を提供する。 

 

 

④ レベル４：代替食対応 

申請のあった原因食品を学校給食から除き、除かれることによって失われる栄養価を、

別の食品を用いて補って給食を提供する。 
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このうち、レベル３及びレベル４がアレルギー食対応といわれ、学校給食における食物

アレルギー対応の望ましい形といえます。 

 

 

（３）対象品目 

食物アレルギー対応の対象となる品目については、主に３パターンがあり、それぞれの

対応及び課題を整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

アレルギー対象品目別の対応比較 

 項目 対応 課題 

対
象
品
目 

①卵、乳製品 ・食数をこなすことが可能 ・他のアレルギーへの対応不足 

②５大アレルゲン ・細かな対応 
・調理員数、調理スペース、調

理時間等が多く必要 

③５大アレルゲン 

及び20品目アレルゲン 
・②以上にきめ細かな対応 

・②以上に対応に手間等がかか

る 

・食数をこなすことが困難 

 

（４）（仮称）川越市新学校給食センターへの導入 

 

① 対応食の方法 

・食物アレルギーの児童・生徒が可能な限り、他の児童・生徒と同じような給食を食べる

ことができ、また調理工程等も勘案すると、除去食対応にすることが考えられます。 

 

② 対象品目 

・対象品目は、主なアレルゲンに対応できる５大アレルゲン対応が考えられます。 

 

③ アレルギー対応食数 

（仮称）川越市新学校給食センターでは、市内の全小中学校の食物アレルギー対応食を

提供することを想定しています。 

現在市がお茶や卵なしのパンなどの対応をしている 245人（平成 24年度）は、全小中学

生の約 0.9％にあたります。（仮称）川越市新学校給食センターでは現在と対応方法が異な

るため推計は困難ですが、給食提供者の約 1.0％を目安に検討することとします。 

【対象品目】 ①卵、乳製品 

       ②５大アレルゲン（落花生・小麦・卵・そば・乳） 

        ③５大アレルゲン及び 20品目アレルゲン（キウイフルーツ・まつたけ・

豚肉・カニ・バナナ・オレンジ・鶏肉・大豆・えび・さば・サケ・いく

ら・ゼラチン・りんご・やまいも・もも・牛肉・あわび・いか・くるみ） 
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④ （仮称）川越市新学校給食センターへの導入 

【新学校給食センターの食物アレルギー対応（案）】 

 市内の全小中学校に食物アレルギー対応食を提供することを検討します 

 原則として除去食対応を検討します 

 原則として５大アレルゲンに対応することを検討します 

 対応食数は約260食を想定します（小中学生の1.0％：約26,000食×1.0％≒260食） 

 

⑤ 施設整備について 

アレルギー対応に必要な施設整備は、主にアレルギー対応食専用の調理室（以下、「ア

レルギー対応室」という。）が必要となります。 

 

■主な設備想定 

・シンク ・消毒保管庫 ・作業台 ・コンロ ・冷蔵庫 ・盛付台 ・冷凍庫 

 

⑥ 配送 

本事業では、市内の全小中学校にアレルギー対応食を提供することを想定しているため、

各小中学校への配送が必要となります。（仮称）川越市新学校給食センター担当校以外の

配送方法についての工夫が求められます。 

 

（５）課題 

アレルギー対応は、対象品目が多いほど、きめ細かな対応が可能になります。しかし、

対象品目が多ければその分の調理の手間やスペース等を要するといった問題が生じます。

したがって、現実的に実施可能な対応方法・規模を設定することが重要となります。 

また、市内全校のアレルギー対応食を調理するため、対象児童・生徒の情報や対応食に

ついて、情報伝達の誤りや誤送のリスクが発生しないよう、学校給食関係者全体でアレル

ギー対応のマネジメント体制を構築し、徹底した管理を実施できるようにする必要があり

ます。 

 

（６）学校給食関係者全体の取り組み 

食物アレルギー対応は、児童・生徒の生命に関わるため、学校関係者や保護者等を含めて

慎重な対応・体制等が求められています。平成24年12月に東京都内の小学校でアレルギー

原因の食材を食べて女児が死亡する事故が発生しました。この事故を受けて、文部科学省

では、教育委員会と各学校へ、食物アレルギー等を有する児童・生徒等に対して、校長、

学級担任、養護教諭、栄養教諭、学校医等による指導体制を整備し、保護者や主治医と

の連携を図ることを要請しています。このことは学校給食センターのみで対応できる事

項ではないといえ、学校給食関係者全体が連携して取り組む必要があると考えます。 

参考：文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課「学校給食における食物アレルギー等を有する児童

生徒等への対応等について」H24.12 
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■基本理念② 川越産農産物のさらなる活用と食育啓発に貢献できる施設 

 

 

 

（１） 現状把握と検討の方向性 

①  川越産農産物の使用状況 

これまで本市の学校給食で使用された川越産農産物の品目は人参、里芋、ごぼう、ほう

れん草、大根、とうもろこし、キャベツ、枝豆、かぶ等があります。 

平成２３年度の川越産野菜使用割合は 19.1%となっています。 

また米飯については、公益財団法人埼玉県学校給食会に炊飯業務を委託しておりますが、

100%川越産米が使用されています。 

 

平成 23年度の本市の各学校給食センターの食材の検収簿を集計すると学校給食における

農産物使用量（野菜、くだもの、加工野菜、冷凍野菜の総重量）は、約 567,000 kgとなっ

ています。学校給食に使用された野菜、くだもの、野菜関連の品目は下表のとおりです。 

学校給食に使用された川越産農産物の品目、また各品目ごとの川越産農産物の使用率は

グラフに示すとおりとなっています。 

 

 

 

平成 23年度の本市の学校給食センターで使用された青果及び青果関連の食品 

野菜 

きゅうり、ピーマン、赤ピーマン、なす、プチトマト、枝豆、とうもろこし、長ねぎ、ほうれん

草、チンゲン菜、もやし、水菜、キャベツ、レタス、白菜、みつば、小松菜、ブロッコリー、グ

リーンアスパラ、セロリ、にんにく、パセリ、にら、人参、じゃが芋、大根、ごぼう、かぶ、れ

んこん、しょうが、えのきたけ、マッシュルーム 等 

くだ

もの 

巨峰、りんご、みかん、いちご、いよかん、でこぽん、キウイフルーツ、きよみオレンジ、美生

柑、メロン、さくらんぼ 等 

加工

野菜 

むき玉ねぎ、乾燥しいたけ、たけのこ水煮、エリンギスライス、ささがきごぼう、カットむき里

芋、さつまいも角切り、さつまいも乱切り、角切りかぼちゃ、ふき水煮、しめじ水煮 等 

冷凍

野菜 

冷凍さつま芋ダイス、冷凍むき枝豆、冷凍ホールコーン、冷凍カットほうれん草、冷凍カット小

松菜、冷凍さといも ss ｻｲｽﾞ、冷凍さやいんげん、冷凍グリーンピース、冷凍たまねぎ、冷凍大

根おろし 等 

 

 

②－１ 川越産農産物活用の向上 
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② 検討の方向性 

（仮称）川越市新学校給食センターにおける川越産農産物の活用向上のために、以下の

３項目について検討します。 

 

 一次加工機能：川越産農産物の収穫時期ではない端境期でも、川越産農産物の使用

を可能にする加工・保存の実施による使用量の増加について 

 食材調達：川越産農産物の各品目ごとの収穫時期・生産量に応じて、優先的に調達

を行う体制を構築することによる使用量の増加について 

 献立作成：食材調達体制の構築と一次加工機能の導入を踏まえ、より川越産農産物

を活用した献立を作成 

 

 

（２） 一次加工機能について 

 

川越産農産物の活用の更なる向上を考えると、収穫量の多い時期に収穫された農産物を

有効に活用することが必要であると考えます。 

収穫時期に仕入れた農産物を保存しておき、端境期（収穫時期以外）での使用を進める

ことが有効な手法であると考えます。収穫時期に仕入れた農産物に一次加工（下処理・冷

凍保存）を施し、冷凍カット野菜とすることで、一定期間における保存・使用が可能とな

ります。このことにより、川越産農産物の端境期での使用が可能となり、また、川越産農

産物を安定的に供給することが可能となることが想定されます。 
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川越産農産物の使用状況（平成２３年度） 

川越産農産物使用率 

※平成 23 年度 検収簿より作成 
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（３） 食材調達について 

 

① 現状の調達状況 

現在、本市の野菜や加工品等の調達は、川越市学校給食材料購入要綱に基づき、登録業

者（主に青果卸売事業者）による入札方式及び見本審査見積合せにより行われています。 

川越産農産物を調達する場合は、品目ごとに川越産を発注する旨を伝え、確認を取って

から発注するという流れをとっています。 

前ページのグラフからもわかるとおり、川越産農産物の使用率が低い品目が多くありま

す。これらの品目について、川越産農産物の調達を増やしていくことが必要であると考え

ます。 

 

 

② 川越産農産物の調達体制について 

地場産農産物を優先的に調達する体制づくりは全国でも実施されており、その方法は主

に「生産者から直接調達」、「流通コーディネーターからの調達」の２つとなっています。（下

表参照）。 

今後、本市においては、これらの事例を参考にしながら、川越産農産物の調達のしくみ

について検討していきます。 

 

 

地場産農産物の調達体制の比較 

体制 生産者から直接調達 流通コーディネーターからの調達 

概要 

 生産者と学校給食担当者が直接つな

がり、生産者が直接納入する（契約栽

培による調達も含む） 

 農協、直売所、流通業者等が、生産者

と学校給食の間をつなぐコーディネー

ターとなり、地場農産物を生産者から

集め、納入する。 

 共販センター及び産地直売所がコーデ

ィネーターとなる事例がある。 

特徴 
 調達量が少ない単独校調理方式に適

する 

 共同調理場方式や単独校調理方式でも

全市的に取り組む場合のように、調達

量が多いケースに適する 

事例 
 福井県小浜市、富山県砺波市、島根県

雲南市、東京都日野市等 

 埼玉県所沢市、日高市（ＪＡいるま野

から調達） 

 群馬県吉井町（農産物直売所から調達） 

 岩手県矢巾町（農協子会社が運営する

農産物直売所から調達） 

 千葉県君津市（農協から調達） 

資料）農林水産省「学校給食への地場農産物の利用拡大に向けて」、ＪＡいるま野へのヒアリング調査等 
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③ 課題 

今後検討を進めるにあたって、以下のような課題に対応することが必要であると考えら

れます。 

・共販センターを活用する場合の共販センターの出荷単位と学校給食の発注量との調整 

・産地直売所の野菜など、品質・規格の調整 

・調達価格についての検討 

・納品方法、納品のタイミングについて、学校給食に合う方法がとれるか検討 

 

これらの課題のほかに、現行の川越市学校給食材料購入要綱の規定の関係や、現在学校

給食センターに野菜の納入を行っている地元の青果卸売事業者への影響にも配慮が求めら

れると考えます。これらの事情を斟酌しながら、慎重に検討を進めていくことが必要であ

ると考えます。 

 

（４） 献立作成について 

一次加工機能の導入による川越産農産物の端境期での利用可能性の向上と、川越産農産

物の調達能力向上という条件が揃うと、より川越産農産物を積極的に活用した献立作成が

可能となることが想定されます。 

具体的な取組みとしては、献立作成・発注のタイミングをより調理実施時期に近づけ、

市内の生産状況を見極めた上で献立作成を行うことが可能であるかということを検討する

必要があると考えます。 

 

 

 

 

食育は、生きるための基本的な知識であり、知識の教育、道徳教育、体育教育の基礎と

なるべきものとして食育基本法（2005 年制定）に位置づけられ、家庭だけでなく学校でも

取組みが広がっています。 

そのような中で学校給食は、食育の生きた教材・教育の場としての活用が期待されてお

り、学校教育における食育の学習拠点としての役割が高まると考えられます。 

また、自校調理方式の良さである、自然と育まれる感謝の気持ちや食に関する知識の向

上、完食への意識などの効果について、給食センター方式においても実現すべく、積極的

に食育に取り組むことが重要です。 

 

（１）現状の取組 

現在、川越市の学校給食センターが食育に関して取り組んでいる内容は以下の通りです。 

・ 児童生徒が生涯健康で充実した生活を送るための食に関する指導の充実 

・ 家庭・地域との連携した食育の推進 

②－２ 食育事業 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E8%82%B2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E5%BE%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%93%E8%82%B2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E8%82%B2%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95
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（２）（仮称）川越市新学校給食センターにおける食育機能 

市の食育に関する目標等を踏まえ、（仮称）川越市新学校給食センターが取り組む食育

機能の方向性は以下の項目が考えられます。 

 

① 家庭、学校、地域への食に関する情報発信 

② 食に対する関心を深める 

③ 食に関する活動支援 

 

① 家庭、学校、地域への食に関する情報発信 

食に関する正しい知識や安全性等の幅広い情報を、家庭、学校及び地域に発信します。 

 

【具体的な取組み案】 

・ 栄養士にセンター調理員が同行して行う小中学校での出張講義 

・ 広報誌・ウェブサイトを通じた情報発信 

・ 学校給食センターでの展示会や研修会の開催 

 

② 食に対する関心を深める 

（仮称）川越市新学校給食センターから一方的に情報を発信するだけでなく、受け手に

関心を持ってもらうために体験の場を提供することも効果的と考えます。 

【具体的な取組み案】 

・ 児童・生徒・保護者等への学校給食の調理現場を見学する機会の提供 

・ バランスの取れた食事の模範でもある学校給食を試食できる機会の提供 

 

 

③ 食に関する活動支援 

市民レベルでの食に関する活動を後押しし、活発化させることも、食育の普及において

重要です。 

 

【具体的な取組み案】 

・ 一般利用（市民サークルやＮＰＯの使用等）が可能な調理室・研修室・会議室の整備 

 

 

（３）施設整備案 

（仮称）川越市新学校給食センターにおいて食育を推進するために、必要な機能は以下
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のものが考えられます。なお、食育については施設整備とともにソフトの充実化も必要で

す。 

 

【食育を推進する上で整備が必要と想定されるもの】 

・見学スペース 

・展示スペース 

・調理室 

・研修室・会議室（調理室の機能も含める） 

 

 

 

■基本理念③ 環境負荷低減に配慮した施設 

 

 

 

第二次川越市環境基本計画では、地球温暖化対策を推進するため、「公共施設新エネル

ギー利用施設数」を指標として掲げています。また、年々、太陽光発電をはじめとする新

エネルギーの利用が普及してきており、（仮称）川越市新学校給食センターにおいても新

エネルギーを活用した施設設備について検討します。 

 

 

 

 

 

現在、菅間学校給食センターで実施している堆肥化について、（仮称）川越市新学校給

食センターにおいても、調理残渣の減量化、再資源化を図るために実施します。 

 

（1）現状の発生量 

現在、市内小中学校から発生する残菜等（食べ残し及び調理時にでる野菜くず）及び牛

乳の飲み残しの量は、概ね以下の通りとなっています。 

 

市内小中学校から発生する残菜等（平成 23年度） 

内容 発生量 （日平均） 

食べ残しと調理時にでる野菜くず等 約 2,050 kg 

牛乳の飲み残し  約 360 kg 

 

 

③－１ 新エネルギーの導入促進 

③－２ 残渣等の敷地内での堆肥化 
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（2）現状の堆肥化 

残菜等の堆肥化については、現在、菅間学校給食センターで食べ残しの堆肥化を行って

います。 

 

【菅間学校給食センターにおける堆肥化の概要】 

・処理対象：食べ残し 

・食べ残しの発生量：日平均 約 190 kg 

・堆肥量：食べ残し量の約 10 ％ 

・設備の処理能力：1,000 kg／8時間（実際は 800 kgを目安に運用） 

・設備規模等：4265 mm×2500 mm×2210 mm 

・残菜処理室： 残菜処理室１ 約 25 ㎡、残菜処理室２ 約 45 ㎡ 

・作業の流れ：食器洗浄室にある粉砕機内蔵シンクから残菜処理室へポンプ圧送し、粉砕

物をバケツに移し、生ゴミ処理装置に投入。ガスを熱源にして撹拌乾燥す

る。 

・稼働状況：２、３日に１回、生ゴミ処理装置を稼働（１日の食べ残し量が少ないため２、

３日分をまとめて処理） 

・堆肥の主な配布先：市内小中学校、希望者（無料） 

 

 

 

 

（3）廃棄物処理機 

残菜等を堆肥化する廃棄物処理機には、生ゴミを乾燥させるタイプと微生物で分解す

るタイプがあり、両タイプとも堆肥の元を生成するものとなっています。 

 

生ゴミ処理設備導入事例の概要 

処理方式 乾燥方式 微生物発酵方式 

導入事例 菅間学校給食センター 大和市立大和小学校調理室ほか*2 

処理可能物 調理上の野菜くず、食べ残し*2 調理上の野菜くず、食べ残し*2 

堆肥までの流れ ２、３日分の食べ残しをまとめ、ガ

スを熱源にして攪拌乾燥する。 

生成物と堆肥原料を混ぜて堆肥と

する *1 

毎日残渣を投入し、翌週に取り出

し、２～３週間置いておく（二次

発酵）*2 

作業人員 １人／日 *1 0.5 人/日 (メーカーの話を基に

想定) 

減容・減量率 約８～９割 約８割 *2 

装置価格（税抜き） 約 18.2百万円（1,000 kg対応）*1 約 38百万円（1,000 kg対応）*2 

ランニングコスト 電気代 約 12,000円/月、 

ガス代 約 184,000円/月 *1 

電気代 約 257,000円/月、 

発酵菌代 40,000円/月 *2 

ほか必要な設備  脱臭装置 *1 

メンテナンス 年 2回の定期点検 *1 毎月のメンテナンスが望ましい*2 

外形寸法（mm） 
幅×高さ×奥行 

4265×2500×2210 *1 6000×2200×1400 *2 
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設置面積 約 70 ㎡（残菜処理室） *1 約 42 ㎡（二次発酵及び脱臭装置

スペース含む） *2 

堆肥の配布先例 

(導入事例より) 

市民の希望者、市内小中学校、（無

料配布） *1 

市内の農家へ依頼（実験的）*2 

メリット ・すぐに堆肥の元が生成される ・作業人員が少なく済む 

デメリット ・専用の作業員が必要 ・二次発酵スペースが必要 

・二次発酵中の臭いの問題 

・コストがかかる 

資料：＊1：本市事例、＊2：メーカーから聞き取り 

 

 

 

（4）（仮称）川越市新学校給食センターにおける方向性 

（仮称）川越市新学校給食センター整備に伴い堆肥化する残菜等は、以下のように想定

されます。 

 

・（仮称）川越市新学校給食センターの給食提供校で発生する食べ残し及び（仮称）川

越市新学校給食センターで調理時に発生する野菜くずを堆肥化します。 

・設備の処理能力は、最大 1,000 kg処理可能な機種を設置することとします。 

 

 堆肥の配布について、周知方法や制度化について検討します。 

 

（仮称）川越市新学校給食センターで発生する残菜等の想定規模 

内容 発生量 （日平均） 

食べ残しと調理時にでる野菜くず等 約 860 kg 

 うち 食べ残し 約 190 kg 

うち 調理時にでる野菜くず等 約 670 kg 

 

 

 

 

 

（仮称）川越市新学校給食センターにおいては、太陽光発電や堆肥化のほか、施設全般

を通して環境へ配慮した施設づくりを目指します。 

学校給食センターは、多くの熱エネルギーや水を使用します。雨水流出抑制施設や雨水

再利用設備の導入など、施設の省エネに努めます。 

また、周辺地域への影響にも配慮し、施設設計や設備の導入を検討します。 

 

  

③－３ その他の環境負荷低減のための機能 
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■基本理念④ 災害時に対応する施設 

 

 

（1）災害時における本市の学校給食センターの位置付け 

「川越市地域防災計画」（平成 21 年３月）において、災害時には学校給食センターを活

用し食料の炊き出しを行う計画になっています。 

 

 

（2）現状と対応の方向性 

既存の学校給食センターは、災害対応を想定した設備や機器などは設置されていません。 

（仮称）川越市新学校給食センターにおいては、あらかじめ、災害への対応についても

考慮した機能や設備等を備えるものとします。 

 

 

（3）他市の事例 

災害対策を備えた他市の学校給食センターでは、自家発電装置、受水槽（災害時の対応

を想定した容量を設定）、プロパンガスなどの対応設備等を設置するという対応をとって

います。 

 

（4）（仮称）川越市新学校給食センターにおける災害対応案 

災害時の炊き出し対応については、時期や期間について設定する必要があります。たと

えば、震災直後の２～３日間は非常食や個人の備蓄で対応し、それ以降の３日間程度、炊

き出しを行うというような想定が必要です。今後、非常時の食料調達方法や炊き出しを行

う条件・タイミング、指示系統等を検討し、具体的な対応を設定します。 

炊き出しの主な方法は、自家発電設備の設置、緊急災害用煮炊き釜の導入、電気釜とガ

ス釜の導入などが考えられます。設備を稼働させる熱源については、災害時の被害状況に

よって使用できるものが異なりますが、ガス及び電気のいずれかの供給が途絶えた場合で

も炊き出し可能な方法を次表に整理しました。今後、具体的に検討してまいります。 

  

④－１ 災害時の炊き出し等 
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炊き出しに対応するための導入設備案 

 自家発電装置の設置 
災害用煮炊き釜の導入 

(プロパンガス使用) 
電気釜とガス釜の併用 

災害時の 

調理能力 

学校給食センターに自

家発電装置を整備する。

この場合、通常使用する

調理設備（一部のみでも

可）の使用熱源は電気と

なる。 

停電時・ガス停止時でも

給水もしくは貯水槽の

水があれば、熱源が電気

の機器を使用した調理

可能である。 

通常の調理設備とは別

に災害時専用の煮炊き

釜を学校給食センター

に備える。 

停電時・ガス停止時でも

給水もしくは貯水槽の

水があれば、災害用煮炊

き釜を使用した調理が

可能である。 

通常使用する調理設備

の使用熱源を電気とガ

スの併用とする。 

給水もしくは貯水槽の

水があれば、停電時はガ

ス釜、ガス停止時は電気

釜を使用した調理が可

能である。 

メリット 

電気・ガス両方の供給が

停止した場合も、電気の

使用が可能である 

電気・ガス両方の供給が

停止した場合や建物が

損傷した場合でも、屋外

での炊き出しが可能で

ある 

電気もしくはガスの供

給が停止した場合でも、

対応可能である 

デメリット 

導入コストが高い、維持

管理費がかかる等、コス

ト負担が大きい 

通常の給食用の釜より

も小型である。 

電気・ガス両方の供給が

停止した場合や、煮焚き

調理室が損傷した場合

は、調理が不可能になる 
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第４章  施設整備の考え方 

１．施設のあり方 

施設計画においては、学校給食衛生管理基準及び大量調理施設衛生管理マニュアルに基

づきＨＡＣＣＰの考えを採り入れ、物の流れと人の流れ（動線計画）について明確かつ厳

密な計画とすることとします。 

さらに、食育事業の実施時等においては、不特定の施設利用者が想定されることから、

必要な部分においては、ユニバーサルデザインに配慮した施設づくりを検討します。 

 

 

 

２．施設の規模等 

 

①  食数規模 

（仮称）川越市新学校給食センターの調理規模（食数）は、老朽化の進む藤間学校給食

センター及び吉田学校給食センターを統合し、集約することから、藤間学校給食センター

の約 4,000 食、吉田学校給食センターの約 3,200 食、さらには今成学校給食センターの調

理 1回提供分の約 4,800食を含め、約 12,000食規模とします。 

 

②  施設概要 

（仮称）川越市新学校給食センターの施設概要は、以下の考え方のとおり想定していま

す。 

 

 

■施設概要案 本体部分 

項目 概要等 

作業環境 ・ ドライシステム 

衛生環境 

・ 文部科学省制定の｢学校給食衛生管理基準｣及び厚生労働省策定の

「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づきＨＡＣＣＰの概念

を取入れた施設を整備 

厨房設備、備品等 ・ 12,000食分／日を供給可能とする厨房設備及び備品類の設置 

熱源 ・ 機能・コストや災害時への対応能力等を考慮し決定 

その他 

・ 食育エリア等、不特定多数の利用が想定されるエリアでは、身障

者用エレベーター、多目的トイレ等のユニバーサルデザインを取

り入れる 
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調
理
部
門 

給食エリア 

・ 下処理・検収、調理、洗浄の各ゾーンについて、物や人の流れを

考慮した動線計画の下、適切に配置し整備 

・ アレルギー対応食のための専用調理室を設置 

・ 放射性物質検査室の設置を検討 

・ 川越産農産物を一次加工の上、冷凍保存する（冷凍カット野菜製

造機能）ための下処理・検収、調理、洗浄ゾーンを整備 

管
理
部
門 

事務エリア ・ 本センターに関わる事務を行う事務室、会議室、研修室を整備 

食育エリア 

・ 給食エリアが見学できる視察・見学スペースを確保 

・ 研修・イベント等の開催が可能なスペース、調理実習室等を整備

（事務エリアの会議室・研修室との併用も検討）、食に関する情

報発信等 

その他 

・ 調理作業員のための休憩室、更衣室、会議室、トイレ等を整備 

・ 一般利用者のために身障者用エレベーター、多目的トイレ等を整

備 

 

 

■施設概要案 関連部分 

項目 概要等 

駐車スペース 

・ 食材搬入用車両スペース、給食配送用車両スペース(回転スペース

含む)を確保 

・ 配送車用車庫を設置 

・ 駐車・駐輪スペースを確保（身障者用等を含む） 

災害対応 ・ 災害時の炊き出しを可能にする設備や機器を設置 

廃棄物・残渣処理 
・ 残菜等（食べ残しと調理時に出る野菜くず）を堆肥化できる設備

を導入 

排水処理 ・ 河川放流のための排水処理施設を設置 

環境対応 ・ 太陽光発電設備等の設置 

その他 
・ 受電設備、防火水槽等を設置 

・ 植栽等により関連基準等に適合した緑化面積を確保 
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■諸室構成案 

 

エリア ゾーン（作業区域） 諸室（案） 

給食 

下処理・検収ゾーン 荷受室 

検収室 

器具洗浄室 

野菜・果物類下処理室 

肉・魚類下処理室 

卵処理室 

仕分室 

食品・調味料庫、乾物庫 

釜割室 

冷蔵庫 

冷凍庫 

油庫 

倉庫 

廃棄物庫 

一次加工ゾーン 野菜一次下処理室 

野菜下処理室 

一次加工室 

冷凍・冷蔵室 

調理ゾーン 切裁室 

調理室 

焼物・揚物室 

食物アレルギー対応調理室 

和え物室 

器具洗浄室 

洗浄ゾーン コンテナ室 

洗浄室 

洗剤倉庫 

残菜処理室 

風除室 

前室 

事務・管理 職員事務室 

会議室 

食堂 

倉庫 

更衣室 

便所 

調理員等休憩室 

放射能測定室 

共用部 

機械室・電気室・ボイラー室 

車庫 

見学通路 

その他諸室 
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第５章  維持管理・運営の考え方 

１．衛生管理システムの構築 

（仮称）川越市新学校給食センターでは、徹底した衛生管理システムの構築を目指し、

学校給食衛生管理基準を遵守し、ＨＡＣＣＰの概念を取り入れ、物の流れと人の流れにつ

いて明確かつ厳密な管理区分を設ける等、高い衛生水準を確保して安全・安心な給食を提

供します。 

 

 

２．ランニングコストの低減 

我が国ではエネルギー問題を抱えており、将来的に電気料等の光熱費の上昇が懸念され

ます。そのため、学校給食の質を下げることなく、また、職員の調理環境を維持しながら、

維持管理運営に係るコストの低減を図ります。 

 

 

３．業務の質の向上と効率化 

（仮称）川越市新学校給食センターでは、施設をよりよい状態で維持しながら、効率的

な運営を目指します。 

 

 維持管理業務  

①建築物保守管理業務 

④屋外施設保守管理業務 

⑦植栽維持管理業務 

②建築設備保守管理業務 

⑤環境衛生管理業務 

⑧警備業務 

③備品等保守管理業務 

⑥清掃業務 

⑨修繕・更新業務   等 

 

 運営業務  

①献立作成支援業務 

④配送・回収業務 

⑦食育業務 

②食材の調達・検収業務 

⑤洗浄・消毒業務 

⑧災害対応      等 

③調理業務 

⑥残菜等の堆肥化 
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第６章 事業手法 

公共施設の整備においては、質の高い公共サービスの提供や事業運営を行うにあたり、

民間活力の導入を含め、より効果の高い手法を検討することが求められています。本事業

においても、「効率的・効果的な事業の実施」を基本理念として掲げており、民間事業者の

持つノウハウを活用する手法について検討することとします。 

そこで、本章では、（仮称）川越市新学校給食センターの整備運営にあたりＰＦＩ等民間

活力導入手法を導入する際の事業スキームについて検討します。 

 

１． 事業範囲 

 

事業範囲は、設計・建設業務、維持管理業務及び運営業務であり、各業務の具体的な内

容は以下のとおり想定しています。 

給食事業の事業範囲（案） 

設計・建設業務 維持管理業務 運営業務 

事前調査 

設計 

建設 

工事監理 

調理設備調達・設置 

付属備品調達 

周辺家屋調査・対策 

各種申請 

 

建築物保守管理業務 

建築設備保守管理業務 

備品等保守管理業務 

屋外施設保守管理業務 

環境衛生管理業務 

清掃業務 

植栽維持管理業務 

警備業務 

修繕・更新業務 

献立作成支援 

食物アレルギー書類作成 

調理指示表等作成 

検収 

調理（アレルギー対応食含

む） 

調理物の確認・保存 

配缶 

配送 

検食 

配膳 

回収 

洗浄・消毒保管 

川越産農産物の一次加工 

川越産農産物の保存 

残渣処理 

残食調べ 

廃棄物処理 

配送車調達 

配送車維持管理 

ボイラー運転 

施設等衛生管理 

備品消耗品等購入 

アレルギー対応食の検討 

残菜等の堆肥化 

災害対応支援 

食育事業 
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２． 業務分担 

市と事業者の業務分担について、以下の考え方により検討します。 

 

市が行う業務 

・公共が行うことが制度上、定められている業務 

・政策的、公正・公平面等、公共が行うことが望ましい業務 

・民間事業者ではリスクを負えない業務 

・民間事業者よりも公共にノウハウがある業務 

 

民間事業者に委ねる業務 

・制度上の制約がみられない 

・民間事業者にノウハウがある業務（民間事業者のノウハウ活用が期待される） 

・民間事業者がリスクを負える業務 

・業務を実施する民間事業者が一定数確保できること 

 

 

上記の考え方に基づき、各業務について市と事業者の業務分担の案を以下に示します。 

 

 

業務分担（案） 

 業務内容 市 事業者 

設
計
・
建
設
業
務 

事前調査 ○ ○ 

設計  ○ 

建設  ○ 

工事監理  ○ 

調理設備調達・設置  ○ 

付属備品調達  ○ 

周辺家屋調査・対策  ○ 

各種申請  ○ 

維
持
管
理
業
務 

建築物保守管理業務  ○ 

建築設備保守管理業務  ○ 

備品等保守管理業務  ○ 

屋外施設保守管理業務  ○ 

環境衛生管理業務  ○ 

清掃業務  ○ 

植栽維持管理業務  ○ 

警備業務  ○ 

修繕・更新業務  ○ 

運
営
業
務 

献立作成支援  ○ 

食物アレルギー書類作成 ○  

調理指示表等作成 ○ ○ 

検収 ○ △支援 

調理（アレルギー対応食含む）  ○ 

調理物の確認・保存 ○  

配缶  ○ 

配送  ○ 
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検食 ○  

配膳 ○  

回収  ○ 

洗浄・消毒保管  ○ 

一次加工処理（保存含む）  ○ 

残渣処理  ○ 

残食調べ  ○ 

廃棄物処理  ○ 

配送車調達  ○ 

配送車維持管理  ○ 

ボイラー運転  ○ 

施設等衛生管理  ○ 

備品消耗品等購入  ○ 

アレルギー対応食の検討 ○ △支援 

残菜等の堆肥化  ○ 

災害対応支援  ○ 

食育事業 △支援 ○ 
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３． 事業手法 

（１） 本事業に導入可能な事業手法の整理 

本事業は「効率的・効果的な事業が実施される施設」を基本理念の１つに掲げ、施設整

備から維持管理・運営に至る事業全般を通じて民間活力を導入することを検討することと

しています。本事業に適した民間活力導入手法は、ＤＢＯ、ＰＦＩが想定されます。従来

型公共事業手法を含め、各手法の概要及び特徴を以下に整理します。 

 

① 各事業手法の概要 

従来型公共事業手法 

市自らが資金の調達、建設、維持管理及び運営を行う手法です。 

ＤＢＯ 

建設請負契約と運営委託契約の組合せで一括発注するものであり､従来の公共

事業の延長線上にある事業方式です。 

ＰＦＩ 

ＰＦＩ法に基づき、施設の整備から維持管理、運営までを一括して民間事業者

に実施させる手法です。 

なお、施設に係る所有権の市への移転のタイミングにより、以下の手法に分か

れます。 

ＰＦＩ－ＢＴＯ：設計・建設業務終了後すぐに所有権を市に移転し、民間事業者は引

き続き維持管理運営を行う。 

ＰＦＩ－ＢＯＴ：設計・建設業務終了後、所有権は民間事業者に帰属させたまま、民

間事業者が維持管理運営を行う。 

ＰＦＩ－ＢＯＯ：所有権は事業期間を通じ民間事業者に帰属し、事業期間終了後は引

き続き民間事業として事業を継続するか、解体・撤去し事業を終了

するかはその時点での判断となる。 

 

② 各事業手法の特徴 



②－１ 初期投資に係る資金調達と支払方法  

ＰＦＩを導入した場合、初期投資に要する資金は民間事業者が調達することとなり、市

によるその支払は、原則割賦払いとなります。ただし、市が支払に際し交付金及び市債を

活用する場合は、交付金および市債相当額は一括支払となります。  

その他の手法は、初期投資に要する資金は市が交付金、市債及び一般財源から手当てし、

民間事業者に対し、着工時、中間、竣工時の支払となります。 

したがって、市が支払を事業期間を通じて平準化したい場合は、ＰＦＩ手法を導入する

ことに利点があります。ただし、民間事業者による資金調達コスト（金利）は市が市債等

で調達する場合よりも割高であることに留意する必要があります。 
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②－２ 資産所有  

ＰＦＩ－ＢＯＴ及びＢＯＯは民間事業者が施設等の資産を所有する手法となり、その他

の手法は市の所有となります。  

施設等資産の所有権が市・民間のどちらにあるかで、所有リスク、公租公課、補助金、

用途・目的の制約に差異が見られます。 

 

施設等資産の所有権の有無によるメリット・デメリット 

 メリット デメリット 

 

 

 

 

 

 

民間所有 

・施設所有に関するリスクは民間事

業者が負担することとなる。 

・施設の用途・目的が制限されること

がないため、民間事業者の運営内

容決定の自由度が大きく創意工夫

が図りやすい。 

・経常修繕では修復できない損傷が

あり運営業務に支障があった場

合、事業者の判断で迅速に対応

することが可能となる。（ＢＯＴのみ） 

 

・民間事業者の施設所有に関する公租公

課が発生し、その分サービス対価に上乗

せされることから、財政負担として割高とな

る。 

・契約終了時の残存簿価の問題から民間

事業者のコスト負担増となり、その分サー

ビス対価に上乗せされることから、財政負

担として割高となる。 

・事業期間終了時点で同様の補助金・交

付金政策がとられているか確約がない

（ＢＯＴのみ） 

・補助金充当、起債が期待できない。（ＢＯ

Ｏのみ） 

・施設の売買、賃貸等を行う場合は、権利

移転リスクが発生。（ＢＯＯのみ） 

 

 

市所有 

・施設所有者としての関与がしやす

い。 

・事業破綻時の事業継続について、

市が対応しやすい。 

・施設所有にかかる公租公課が発

生しない。 

・従来型の事業方式と同様の補助

金充当、起債が可能となる。 

 

・施設所有リスクは市が負担することとな

る。 

・経常修繕では修復できない損傷があり運

営業務に支障があった場合でも、事業者

の判断で対応できず、迅速性に欠ける。 

 

 

②－３ 発注方法及び契約形態  

従来型が仕様発注・分離分割発注であるのに対し、ＤＢＯ、ＰＦＩ手法は性能発注・一

括発注となります。性能発注・一括発注であることで、民間事業者は、工法の自由提案、

独自ルートによる資材調達によるコスト削減や、維持管理・運営しやすい設計等によるサ

ービスの質の向上、コスト削減が可能となり、この点に利点があります。  

また、同じ性能発注・一括発注であっても、ＤＢＯは工事請負契約と長期委託契約の組

み合わせで一括発注するものであり、地方自治法に基づく従来の公共事業の延長線上にあ

りますが、ＰＦＩはＰＦＩ法に基づき施設の整備から維持管理・運営（事業範囲に含む場

合）までを工事請負契約及び長期委託契約の包括的契約として一括発注する手法であると

いう点が異なります。 
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②－４ リスク分担  

基本的には、民間事業者が担う業務にかかるリスクは民間に移転されます。ただし、設

計・施工・維持管理・運営まで業務範囲が広がるＤＢＯは民間側の契約当事者が複数とな

り、事業者間のリスク分担が不明確になる傾向があります。一方、同様の業務範囲である

ＰＦＩ－ＢＴＯ、ＢＯＴ、ＢＯＯは、民間側の契約当事者がＳＰＣ2となり責任の所在が一

元化されるため、リスクの負担者が明確となります。 

 

各手法の特徴 

 
従来型 

公共事業手法 

民間活力導入事業手法 

DBO PFI 

計画策定 市 市 市 

資金調達 市 市 民 

設計・整備 市 民 民 

資産所有 市 市 市/民 

維持管理 市（民） 民 民 

運営 市 民 民 

発注方法 
分離分割発注 

仕様発注 

一括発注 

性能発注 

一括発注 

性能発注 

契約期間 単年度 複数年度 複数年度 

初期投資 

の支払 
一括支払い 一括支払い 割賦払い 

民間の 

創意工夫 
― 

・全業務に亘って民間のノウハ

ウを活用 

・全業務に亘って民間のノウハ

ウを活用 

リスク分担 

・原則としてリスクは市負担 ・資金調達に係るリスクは市負

担 

・リスクは契約により市と民間

が負担 

・市は契約の相手方が複数とな

り、事業者の間のリスク分担

が不明確になる傾向 

・リスクは契約により市と民間

が適切に負担 

 

メリット・ 

デメリット 

●メリット 

・市の政策意図が直接的反映可

能 

●デメリット 

・民間の創意工夫による事業費

低減効果が発揮されにくい 

●メリット 

・施設整備に係る資金は、市

債・一般財源から調達される

ため、ＰＦＩの場合に比べ資

金調達コストが低い 

●デメリット 

・市は初期投資の調達が必要で

あり､市の財政平準化の効果

が劣る 

 

●メリット 

・民間事業者の経営上のノウハ

ウや技術的能力が活用でき、

公共サービス水準の向上が

期待できる 

・事業期間全体を通じた財政平

準化、負担の縮減が期待され

る 

●デメリット 

・民間事業者による資金調達コ

スト（金利）は、市が直接調

達する場合よりも割高とな

る 

 

  

                                                   
2 ＳＰＣ（特別目的会社）：ある特別の事業を行うために設立された事業会社のこと。（「ＰＦＩ事業導入

の手引き」内閣府 民間資金等活用事業推進室(ＰＦＩ推進室)より） 



 

45 

 

（２） 本事業における事業手法 

 

① 制度的な制約からの検討  

学校給食法は、学校給食センター（共同調理場）の所有を市に義務づけるものでもな

いことから、従来型、ＤＢＯ、さらにＰＦＩ－ＢＴＯ、ＢＯＴ、ＢＯＯのいずれの事業

手法も採用することは可能です。 

 

② 支援措置を受ける条件からの検討  

本事業の施設整備にあたっては、文部科学省所管の学校施設環境改善交付金の充当が

可能です。したがって、施設整備主体が市となる従来型、ＤＢＯを採用した際は、同交

付金の充当が可能となります。 

一方、ＰＦＩを導入する場合であっても施設の建築に要する経費（ＰＦＩ事業者が施

設を整備した後、地方公共団体が当該施設の所有権を取得するために要する費用）は国

庫補助の対象となりますが、その場合、ＰＦＩ事業期間中において、地方公共団体が当

該施設を買収することが条件となります。したがって、ＢＯＯを採用した場合は補助対

象から外れますが、ＢＴＯ及びＢＯＴは国庫補助の対象となります。ただし、ＢＯＴを

採用した場合、事業期間終了時点で同様の補助金政策がとられているか現時点では確約

がないことは前述のとおりです。ＢＯＴを採用する場合は、そのリスクは市が負うこと

を認識しておく必要があります。この点を勘案すると、ＰＦＩを導入する場合は、より

確実に国庫補助を期待するならばＢＴＯが適切です。 

 

③ 本事業の事業手法  

以上のことから、本事業への民間事業者の創意工夫発揮の点及び交付金の活用の点に

おいてはＤＢＯ及びＰＦＩ-ＢＴＯが望ましいと考えます。 

ここで、両手法の特徴から優位性を比較すると、ＰＦＩ－ＢＴＯは民間側の契約当事

者はＳＰＣとなり、リスク分担においても一義的にはＳＰＣに一元化され明確です。一

方、ＤＢＯは民間側の契約当事者が、設計会社、建設会社、建築保守や設備保守及び清

掃等複数の維持管理業者、調理を担当する運営会社等複数となることから、事業者間の

リスク分担が不明確になることが懸念されます。このようにリスク分担の点で、ＰＦＩ

－ＢＴＯが優位と考えられます。 

また、ＰＦＩ－ＢＴＯは、交付金及び市債による調達相当額は竣工後一括払いとなる

ものの、残りの金額は事業期間全体を通じての平準化払いが可能となり、毎期の市の支

払負担は軽減されます。一方、ＤＢＯでは初期投資の支払は一括払い（厳密には、着工

払い、中間払い、竣工払い）であり、市の予算措置の負担が大きくなります。さらに、

ＰＦＩ－ＢＴＯはＰＦＩ法に基づき実施されるため、一括発注かつ長期契約が法的に担

保されます。一方、ＤＢＯは、地方自治法に基づく従来型手法の延長線上にある手法と

なりますが、従来型手法が慣例的に分離分割発注で行われてきたため、一括発注かつ長

期契約であるＤＢＯの事例は少なくなっています。 

これらの点を勘案すると、本事業の事業手法はＰＦＩ－ＢＴＯが最適と考えられます。 
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【ＰＦＩ－ＢＴＯが最適な理由】 

 設計・建設、維持管理、運営の広範囲に亘り、民間事業者の創意工夫発揮を期待でき

る。 

 一括発注かつ長期契約の実施が法的に担保される。 

 リスク分担が明確である。 

 初期投資に係る支払を平準化することができる。 

 施設所有に係る公租公課が発生しないことから、その分、財政負担を軽減できる。 

 国庫補助金を活用することができる。 
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４．事業形態 

 

（１）事業形態の類型 

公共の関与の仕方により、ＰＦＩ事業は一般的に、サービス購入型、ジョイント・ベン

チャー型、独立採算型の３つの基本類型に分類されます。 

 

事業類型 

類型 公共の関与の方法 内容 事例 

サービス購入型 公共から民間事業

者へのサービス対

価の支払 

民間が自らの資金調達により施

設を整備・運営し、主として公共

からのサービス料収入によりコス

トを回収。 

学校、給食セン

ター、住宅、庁

舎等 

ジョイント 

ベンチャー型 

一部公共負担 公共・民間双方の資金を用いて

施設を整備するが、事業運営は

民間が主導し、運営コストは利用

者から徴収する代金等、受益者

負担によって回収。 

スポーツ施設、

美術館等 

独立採算型 公共の負担なし 公共からの事業許可に基づき民

間が施設を整備し、事業を運営

するコストは利用者から徴収する

代金等、受益者負担によって回

収。 

駐車場等 

 

 

（２）本事業における事業形態 

本事業は、学校給食センターの施設整備及び維持管理・運営を目的とした事業であり、

市以外から得られる収入は学校給食費があります。ただし、学校給食費は本市の公費収入

であり、民間事業者が直接収受可能なものではありません。したがって、本事業は、民間

事業者が本事業にかかるコストを受益者負担で回収できる事業ではないことから、サービ

ス購入型で実施する予定とします。 
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５．事業期間 

ＰＦＩでは事業期間の制限はありませんが（国の場合は最高 30 年）、事業を円滑かつ効

果的に実施するために、最も適切な事業期間を設定する必要があります。 

適切な事業期間を検討する際には、以下の３点がポイントとなると考えます。 

 

事業期間検討のポイント 

 

 

 

 

 

①  施設の耐用年数 

学校給食センターは食品工場に分類されます。鉄骨造の工場における建物自体の法定耐

用年数3は１７～３１年となっています。したがって、事業期間はこの耐用年数以内である

ことが望ましいと考えます。 

また、一般に建物に付随する設備の修繕周期は１０～１５年が多く、特に給食センター

の場合は大量の水を使用するため機械設備の寿命が短いことから、事業期間を１５年超と

する場合には大規模修繕が必要となってきます。大規模修繕に関しては、将来必要な大修

繕の規模やコスト等の不確実なことを現時点で想定することは、サービス対価に上乗せし、

結果的にサービス対価が割高になる可能性があることに留意する必要があります。 

 

② 金融機関によるファイナンス期間 

ＰＦＩ方式における資金調達の手法は、ＳＰＣが借入を行い、返済原資をその事業から生

み出されるキャッシュフローのみに依存するプロジェクトファイナンスが中心となります。

そのため、全事業期間に亘る長期間の事業安定性が求められ、事業期間の設定に際しては、

公共、民間事業者の他に、金融機関の視点についても検討する必要があります。 

金融機関は、２０年・３０年という超長期のローンは、期間リスク（事業期間が長くな

る程不確定要素が多くなり、事業の安定性が損なわれる可能性が高くなる。）及び金利固定

化の面で難しく、長期でも１５年程度が最長と見ています。 

 

③ 事業の柔軟性・効率性 

一般に、長期間運営する方が、トータルでみて効率化が図りやすい面もあるものの、一

方で、将来の見通しが立てにくいと言えます。ＰＦＩ事業では、全てを契約に定め、その

変更にあたっては協議及び合意が必要となることから、長期に亘る契約は、事業全体とし

て柔軟性を欠き、効率性を損なう場合もあります。 

                                                   
3 税務上において損金の額に算入される減価償却費の計算の基礎となる耐用年数であり、「減価償却資産

の耐用年数等に関する省令」に規定されている。（平成 13年 3月財務省令） 

①施設の耐用年数 

②金融機関によるファイナンス期間 

③事業の柔軟性・効率性 
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こうした点も考慮し、ＰＦＩで実施しようとするサービスが必要とされる期間も見定めた

うえでの事業期間設定が必要となります。 

 

 

上記を総合的に勘案すると、事業期間は、極力不確定要素を除き安定的に事業遂行でき

る期間として１５年が望ましいと考えられます。設計・建設期間を約２年間、供用開始後

の事業期間約１５年を基本とし、今後の検討を進めます。 

 

 

 

６．補助金の積極的な活用 

ＰＦＩでは民間資金を活用しますが、本市は事業期間を通じて、民間事業者にサービス

購入料を支払うことになります。財源の確保にあたっては、国等の補助金を積極的に活用

し、財政負担の軽減を図ります。 

 

 

 

７．リスク分担 

事業の実施にあたっては、事故や天災、政策変更、物価や金利の変動といった経済状況の

変化、需要の変動など予測の困難な事態により追加費用や損失が発生するリスクがありま

す。 

ＰＦＩにおいては、事業に伴うリスクは当該リスクを最も適切に管理できる主体が担うこ

とが基本です。この考えに基づき、従来公共側が負担していたリスクについて、民間側の

負担が望ましいものに関してはリスクを移転します。ただし、過度の移転は、民間側にと

ってリスクが大きいと見なされ、民間事業者が事業参画を見送ることも考えられ、事業自

体が成立しない可能性も出てくることに留意することが必要です。 

 

本事業へのＰＦＩ導入に際し、設計・建設、運営・維持管理のそれぞれの段階で想定され

るリスクを抽出し、適切なリスク分担を検討します。 
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８．財政削減効果 

（仮称）川越市新学校給食センター事業に関し、ＰＦＩ手法を導入した際に期待される

ＶＦＭ（Value For Money）を試算し、財政削減効果を試算しました。 

 

 

ＶＦＭ検討の手順 

 

 

（1）試算前提 

ＶＦＭは、以下の試算前提により算出します。 

 

試算前提 

事業範囲 

設計・建設、維持管理・運営 

 
うち 

運営範囲 

・献立作成支援  ・調理 ・アレルギー対応  

・配送 ・回収 ・洗浄 ・残菜等処理 ・災害対応 

事業手法・方式 BTO方式 

事業形態 サービス購入型 

事業期間 設計・建設 2年、 維持管理・運営 15年 

 

 

 

 

【資金調達について】 

初期投資に係る市の資金調達は、以下を想定しています。 

・文部科学省学校施設環境改善交付金 

・地方債 

・一般財源 

なお、入札事務、工事監理、その他負担金等の開設関連費については、一般財源により

調達します。 

 

(1) 検討する事業の諸条件の設定 

ＰＦＩの事業範囲、事業期間、事業方式、前提条件等の設定 

(2) 公共が従来方式により事業を行う場合に公共が負担するコスト 

(ＰＳＣ（Public Sector Comparator））の算定 

(3) ＰＦＩ事業を行う場合に公共が負担するコスト（ＰＦＩ－ＬＣＣ）の算定 

(4) ＶＦＭの算定（(2)ＰＳＣ－(3)ＰＦＩ－ＬＣＣ） 
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（2）ＶＦＭ評価結果 

従来の公共事業から何％くらいコストダウンできうるかを示す割合をＶＦＭといいます

が、今回の試算では、ＶＦＭは約 14.9 %という試算結果となりました。 

 

【図表】 ＶＦＭ試算結果 

市が直接実施する場合の行政財政負担額 

（現在価値、累計）(A) 
10,571 百万円 

ＰＦＩを導入する場合の行政財政負担額 

（現在価値、累計）(B) 
8,993 百万円 

ＶＦＭ (A)-(B) 1,578 百万円 

 (A)-(B)／（A） 14.9 ％ 

 

 

 

９．総合評価 

これまでの検討を踏まえた本事業における最適スキーム、定量的・定性的な視点からの

評価を整理します。 

 

（1）本事業における最適スキーム 

本事業において適した事業範囲、事業方式、事業形態、事業期間の検討及び民間事業者

ヒアリングの結果、さらにそれを踏まえてのＶＦＭの算定結果より、本事業における最適

スキームを整理すると、以下のとおりとなります。 

ＰＦＩ事業範囲 ・設計、建設 

・維持管理業務 

・運営業務 

（ただし、下記の市業務は除く） 

－市業務：献立作成、食材調達、食物アレルギー書類作成、調

理物の確認・保存、検食、配膳 

事業方式 ＢＴＯ 

事業形態 サービス購入型 

事業期間 設計建設期間 約２年 維持管理運営期間 約１５年 

 

 

（2）定量的評価 

本事業におけるＰＦＩ方式の導入による定量的評価は以下が挙げられ、本事業の整備手

法として、ＰＦＩ方式は一定の導入効果があるものと考えられます。 

 

・ライフサイクルコストの一括管理が可能となり、民間事業者のノウハウの活用により、

事業全体でコスト削減が図られることが期待されます。 

・ＶＦＭは 14.9 ％と試算されました。 
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（3）定性的評価 

本事業は、法制度では特段の問題は見られず、また民間事業者の参画が期待できる点な

どから、定性的にもＰＦＩ導入は可能と言うことができます。その他、定性的評価として、

以下が挙げられます。 

 

・リスクの移転と分担の明確化による安定した事業運営 

従来方式では、公共側が基本的には事業に係る全てのリスクを負っていましたが、Ｐ

ＦＩ方式では一部のリスクが民間へ移転されます。また、計画段階に予めリスク分担を

明確化することで、リスクが顕在化した際には適切かつ迅速な対応が可能と想定され、

安定した事業運営の確保が期待されるものと考えます。 

 

・ 効率的かつ質の高いサービスの提供 

民間事業者が設計、建設、維持管理、運営まで一括して請け負うことで、効率的な維

持管理・運営を踏まえた施設計画が可能となり、質の高いサービスの提供（施設設備の

整備、維持管理運営）が期待できます。本事業は運営業務、なかでも調理業務の比重が

大きく、調理現場の声を反映させた設計が可能であり、確実な衛生管理や調理時間の短

縮の実現に大きく貢献することが期待できます。 

また、ＰＦＩ方式を導入することで、調理人員の配置の工夫や多能工（調理業務、配

送業務等異なる業務に対応できる人材）を採用するなど、人員計画における民間のノウ

ハウの活用についても期待されるところです。 

 

 

 

ＰＦＩとは、公共施設等の設計・建設、維持管理、運営業務を一括で民間に委ね、民間

の資金やノウハウを活用することで、サービスの質の向上及びコスト削減を実現する事業

手法です。本事業においては、定量的評価及び定性的評価のどちらにおいても、導入効果

が期待される結果となりました。したがって、本事業は、今後、ＰＦＩ事業として実施し

ていくこととします。 

また、設計・建設業務終了後すぐに施設の所有権を市に移転し、民間事業者が引き続き

維持管理・運営を行うＢＴＯ方式（Build Transfer Operate）を採用します。 
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第７章 事業予定地 

（仮称）川越市新学校給食センターの事業予定地は菅間地内公共用地として検討を進め

ます。 

 

 敷地概要 

菅間地内公共用地の敷地概要は次の通りです。 

項目 概 要 

所在地 川越市大字菅間字石橋 18－１ 

敷地面積 約 13,000 ㎡ 

用途地域 市街化調整区域Ｂ地区 

容積率 200 % 

建ぺい率 60 % 

 

 インフラ環境 

菅間地内公共用地のインフラ環境は次の通りです。 

項目 現 状 

上水道 設置済 予定地前方部分φ100 ｍｍ 

下水道 下水道なし（注） 

排水 荒川右岸用排水土地改良区との協議、排水管の新設が必要 

ガス 都市ガス事業者により道路内にガス管が近くまで埋設されている 

（注）排水方法は①排水処理施設設置のうえ河川放流、②雨水については流量抑制 
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第８章 事業スケジュール 

今後の事業スケジュールについては、ＰＦＩ事業として実施する場合の施設の運用開始

の時期は、平成２９年９月を想定し検討を進めます。 

 

 

 

（仮称）川越市新学校給食センター 事業スケジュール案 

 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

事業者選定準備                     

事業者選定実施                     

契約手続き                     

設計・建設                     

運用開始                     

 

 

 

 


