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第６ 学校給食と給食費 

 

１ 概況 
 

我が国の学校給食の始まりは明治 22 年の山形県鶴岡町（現鶴岡市）の私立忠愛

小学校だと言われている。家が貧しくて、弁当を持ってこられない子供たちのため

に、小学校を建てた僧侶がおにぎり・焼き魚・漬物といった昼食を出していた。は

じまりは慈善事業としてスタートしたが、昭和4年の世界恐慌以降、国家の行政施

策として取り上げられるようになった。昭和７年に「学校給食臨時施設方法」、昭

和15年には「学校給食奨励規定」を定めたが、第二次世界大戦の戦局悪化に伴い、

昭和16年ころから食料不足により給食を続けられない学校も増えていった。 

学校給食が日本全国に普及したのは第二次世界大戦後である。昭和21年に文部・

厚生・農林三省次官通達「学校給食の普及奨励について」が出され、学校給食が再

開された。当初は、戦後の食糧不足もあり、アメリカ占領軍の放出物資やユニセフ

からの援助物資が大きく寄与し、給食の内容もパン・脱脂粉乳・副食という献立と

なっていた。昭和 29 年には「学校給食法」が施行され、法的基盤が整備された。

学校給食の対象は、小学校・中学校・聾学校・養護学校の児童・生徒であり、幼稚

園・高等学校は範囲外となっている。その後、学校給食の献立も時代とともに変化

を続けた。脱脂粉乳から牛乳に代わり、主食もパンから米飯が中心となった。浜松

市でも週三回は米飯となっている。 

学校教育法により、給食は食育として教育の一環と認識されるようになった。食

育とは「生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの」

と位置づけられている。食器も先割れスプーンやアルマイト製から箸・フォーク・

磁器等に交代してきている。 

「飽食の時代」「個食の時代」と言われる現代では、学校給食も大きな変化を余

儀なくされている。肥満や生活習慣病が増加する一方、過度の痩身志向、不規則な

食事時間、ジャンクフード等の社会・食生活の大きな変化は当然学校給食にも変化

を要求している。食の安全上の問題も発生している。平成8年には、病原性大腸菌

Ｏ157による食中毒死事故が起こり、平成20年には学校給食にこそ使用されてはい

なかったものの中国産冷凍餃子による農薬中毒事件が発生した。また、食物アレル

ギーへの対応も問題となっている。最近の国際的な穀物価格の高騰も学校給食に多

大な影響を与えている。 

こうした状況を踏まえ、食育に重点を置くべく平成20年には、昭和29年の制定

以来初めて、「学校給食法」が改正され、翌年から施行されている。一方学校給食

の現場では、給食費の未納問題や自校方式（単独調理場方式）からセンター方式（共

同調理場方式）への移行、調理作業の民間委託といったことにともなう問題もある。

浜松市では調理作業員の退職者不補充の原則をとり、外部委託を積極的に進めてい

る。 
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また、浜松市独自の課題として、旧地域自治区の不統一の問題がある。平成 17

年の合併以降も、給食については、旧市町村のやり方を尊重するため、合併前の方

法を継続してきたが、合併後7年が経過し、一つの市として公平性・統一性という

観点から将来的にどのような方式・手順により統一していくかが問われている。 

 

２ 浜松市の学校給食の現状 

 

（１）学校給食の概要 

 

浜松市立幼稚園、小・中学校で実施されている学校給食の実施方法、民間委託の

有無等を示したのが次の表である。 

 

ア  幼稚園 

 

名 称 実施方法 
民間委託 

業者名称 
区分 

ﾊﾟﾝ・米飯

牛乳調達 

その他 

食材調達 
摘要 

南の星 保護者主体   弁当       

和田 保護者主体   弁当       

与進 保護者主体   弁当       

豊西 保護者主体   弁当       

笠井 保護者主体   弁当       

中ノ町 保護者主体   弁当       

芳川 保護者主体   弁当       

花川 保護者主体   弁当       

豊岡 保護者主体   弁当       

三方原 保護者主体   弁当       

初生 保護者主体   弁当       

白脇 保護者主体   弁当       

飯田 保護者主体   弁当       

神久呂 保護者主体   弁当       

万斛 保護者主体   弁当       
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名 称 実施方法 
民間委託 

業者名称 
区分 

ﾊﾟﾝ・米飯

牛乳調達 

その他 

食材調達 
摘要 

有玉 保護者主体   弁当       

橋爪 保護者主体   弁当       

伊佐見 保護者主体   弁当       

古人見 保護者主体   弁当       

和地 保護者主体   弁当       

北庄内 保護者主体   弁当       

村櫛 保護者主体   弁当       

可美 保護者主体   弁当       

舞阪 自校方式   完全給食 個別購入 個別購入 旧舞阪町 

雄踏 
雄踏学校 

給食センター 
  完全給食 一括購入 個別購入 旧雄踏町 

小松 保護者主体   弁当       

平口 保護者主体   弁当       

北浜南 保護者主体   弁当       

北浜中央 保護者主体   弁当       

北浜北 保護者主体   弁当       

北浜東 保護者主体   弁当       

中瀬 保護者主体   弁当       

上島 保護者主体   弁当       

赤佐 保護者主体   弁当       

赤佐西 保護者主体   弁当       

宮口 保護者主体   弁当       

新原 保護者主体   弁当       
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名 称 実施方法 
民間委託 

業者名称 
区分 

ﾊﾟﾝ・米飯

牛乳調達 

その他 

食材調達 
摘要 

二俣 

天竜学校 

給食センター 
㈱ヤタロー 完全給食 一括購入 個別購入 旧天竜市 

光明 

鏡山 

竜川 

熊 

上阿多古 

下阿多古 

犬居 春野学校 

給食センター 
㈱ヤタロー 完全給食 一括購入 個別購入 旧春野町 

気田 

浦川 

佐久間学校 

給食センター 
  完全給食 一括購入 個別購入 旧佐久間町 佐久間 

城西 

西気賀 
親子方式 

(西気賀小) 
  完全給食 一括購入 個別購入 旧細江町 

伊目 
親子方式 

(伊目小) 
  完全給食 一括購入 個別購入 旧細江町 

中川 
親子方式 

(中川小) 
  完全給食 一括購入 個別購入 旧細江町 

中央 
親子方式 

(気賀小) 
  完全給食 一括購入 個別購入 旧細江町 

高台 
親子方式 

(気賀小) 
  完全給食 一括購入 個別購入 旧細江町 

引佐 

引佐学校 

給食センター 
  完全給食 一括購入 個別購入 旧引佐町 

金指 

奥山 

伊平 

引佐北部 

みさと 
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名 称 実施方法 
民間委託 

業者名称 
区分 

ﾊﾟﾝ・米飯

牛乳調達 

その他 

食材調達 
摘要 

尾奈 
親子方式 

(尾奈小) 
  完全給食 一括購入 個別購入 旧三ヶ日町 

大崎 
親子方式 

(三ヶ日東小) 
  完全給食 一括購入 個別購入 旧三ヶ日町 

平山 
親子方式 

(平山小) 
  完全給食 一括購入 個別購入 旧三ヶ日町 

内野 保護者主体   弁当       

（注）① 給食実施の有無や形態については、合併時の取り決めを元に実施しているため

様々である。 

② 区分の弁当とあるのは給食が実施されていないことを意味する。なお、弁当に

は保護者が準備する持参弁当とＰＴＡとして一括して注文する外注弁当があるが、

外注弁当についても、回数、牛乳飲用等については各園で異なり統一されていな

い。 

③ 親子方式とは、括弧書の近隣小学校の給食調理場で調理し、配送する方法であ

る。 

 

イ  小学校 

名 称 実施方法 
民間委託 

業者名称 
区分 

ﾊﾟﾝ・米飯

牛乳調達 

その他 

食材調達 

栄養教諭及び学

校栄養職員 
献立 

元城 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

西 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

東 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

県居 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

相生 自校方式 ㈱ミカサ 完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

北 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

竜禅寺 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

追分 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

佐藤 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

広沢 自校方式 ㈱ミカサ 完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

曳馬 自校方式 ㈱ヤタロー 完全給食 一括購入 個別購入 有 統一献立 
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名 称 実施方法 
民間委託 

業者名称 
区分 

ﾊﾟﾝ・米飯

牛乳調達 

その他 

食材調達 

栄養教諭及び学

校栄養職員 
献立 

萩丘 自校方式 ㈱魚国総本社 完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

富塚 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

白脇 自校方式 ㈱ミカサ 完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

蒲 自校方式 ㈱レパスト 完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

浅間 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

上島 自校方式 ㈱魚国総本社 完全給食 一括購入 個別購入 有 統一献立 

鴨江 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

新津 自校方式 ㈱ヤタロー 完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

河輪 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

船越 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

城北 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

和田 自校方式 ㈱魚国総本社 完全給食 一括購入 個別購入 有 統一献立 

与進 自校方式 ㈱レパスト 完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

豊西 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

笠井 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

中ノ町 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

芳川 自校方式 ㈱魚国総本社 完全給食 一括購入 個別購入 有 統一献立 

飯田 自校方式 ㈱魚国総本社 完全給食 一括購入 個別購入 有 統一献立 

花川 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

三方原 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

豊岡 自校方式 ㈱魚国総本社 完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

都田 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

神久呂 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

入野 自校方式 ㈱ヤタロー 完全給食 一括購入 個別購入 有 統一献立 
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名 称 実施方法 
民間委託 

業者名称 
区分 

ﾊﾟﾝ・米飯

牛乳調達 

その他 

食材調達 

栄養教諭及び学

校栄養職員 
献立 

積志 自校方式 ㈱魚国総本社 完全給食 一括購入 個別購入 有 統一献立 

伊佐見 自校方式 ㈱魚国総本社 完全給食 一括購入 個別購入 有 統一献立 

和地 自校方式 ㈱ヤタロー 完全給食 一括購入 個別購入 有 統一献立 

都田南 自校方式 ㈱魚国総本社 完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

篠原 自校方式 ㈱ヤタロー 完全給食 一括購入 個別購入 有 統一献立 

葵が丘 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

北庄内 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

南庄内 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

村櫛 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

泉 自校方式 ㈱ヤタロー 完全給食 一括購入 個別購入 有 統一献立 

大瀬 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

砂丘 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

中郡 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

与進北 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

佐鳴台 自校方式 ㈱ヤタロー 完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

瑞穂 自校方式 ㈱ヤタロー 完全給食 一括購入 個別購入 有 統一献立 

冨塚西 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

芳川北 自校方式 ㈱魚国総本社 完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

有玉 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

初生 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

西都台 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

和田東 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

葵西 自校方式 ㈱ミカサ 完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

可美 自校方式 ㈱ヤタロー 完全給食 一括購入 個別購入 有 統一献立 
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名 称 実施方法 
民間委託 

業者名称 
区分 

ﾊﾟﾝ・米飯

牛乳調達 

その他 

食材調達 

栄養教諭及び学

校栄養職員 
献立 

大平台 自校方式 ㈱ヤタロー 完全給食 一括購入 個別購入 有 統一献立 

萩原分校 
未実施 

(病院内施設)
            

舞阪 自校方式 ㈱魚国総本社 完全給食 一括購入 個別購入 有 独自献立 

雄踏 
雄踏学校 

給食センター
  完全給食 一括購入 個別購入 無 独自献立 

浜名 

浜北学校 

給食センター

シダックス大

新東ヒューマ

ンサービス㈱

完全給食 一括購入 個別購入 

無 

独自献立 

北浜 有 

北浜東 無 

中瀬 無 

赤佐 無 

麁玉 無 

新原 無 

大平 無 

北浜北 無 

内野 無 

北浜南 無 

伎倍 無 
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名 称 実施方法 
民間委託 

業者名称 
区分 

ﾊﾟﾝ・米飯

牛乳調達 

その他 

食材調達 

栄養教諭及び学

校栄養職員 
献立 

二俣 

天竜学校 

給食センター
㈱ヤタロー 完全給食 一括購入 個別購入 

無 

独自献立 

光明 有 

鏡山 無 

上阿多古 無 

下阿多古 無 

熊 無 

横山 無 

犬居 

春野学校 

給食センター
㈱ヤタロー 完全給食 一括購入 個別購入 

無 

独自献立 

熊切 無 

春野北 無 

気田 無 

龍山第一 
天竜学校 

給食センター
㈱ヤタロー 完全給食 一括購入 個別購入 無 独自献立 

佐久間 

佐久間学校 

給食センター
  完全給食 一括購入 個別購入 

無 

独自献立 浦川 無 

城西 無 

水窪 自校方式   完全給食 一括購入 個別購入 有 独自献立 

気賀 自校方式 ㈱ミカサ 完全給食 一括購入 個別購入 有 独自献立 

西気賀 自校方式   完全給食 一括購入 個別購入 有 独自献立 

伊目 自校方式   完全給食 一括購入 個別購入 有 独自献立 

中川 自校方式 ㈱ミカサ 完全給食 一括購入 個別購入 有 独自献立 

井伊谷 

引佐学校 

給食センター
  完全給食 一括購入 個別購入 

無 

独自献立 金指 無 

奥山 無 
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名 称 実施方法 
民間委託 

業者名称 
区分 

ﾊﾟﾝ・米飯

牛乳調達 

その他 

食材調達 

栄養教諭及び学

校栄養職員 
献立 

三ヶ日東 自校方式   完全給食 一括購入 個別購入 無 独自献立 

三ヶ日西 自校方式 ㈱ヤタロー 完全給食 一括購入 個別購入 有 独自献立 

平山 自校方式   完全給食 一括購入 個別購入 無 独自献立 

尾奈 自校方式   完全給食 一括購入 個別購入 無 独自献立 

双葉 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

引佐北部 
引佐学校 

給食センター
  完全給食 一括購入 個別購入 無 個別献立 

南の星 自校方式 ㈱魚国総本社 完全給食 一括購入 個別購入 有 統一献立 

 

 

 

ウ  中学校 

名 称 実施方法 
民間委託 

業者名称 
区分 

ﾊﾟﾝ・米飯

牛乳調達 

その他 

食材調達 

栄養教諭及び

学校栄養職員 
献立 

東部 自校方式 ㈱ミカサ 完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

西部 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

南部 自校方式 ㈱ミカサ 完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

北部 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

中部 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

八幡 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

曳馬 自校方式 ㈱魚国総本社 完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

新津 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

江西 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

蜆塚 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

天竜 自校方式 ㈱ミカサ 完全給食 一括購入 個別購入 有 統一献立 

与進 自校方式 ㈱レパスト 完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

笠井 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 
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名 称 実施方法 
民間委託 

業者名称 
区分 

ﾊﾟﾝ・米飯

牛乳調達 

その他 

食材調達 

栄養教諭及び

学校栄養職員 
献立 

南陽 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

北星 自校方式 ㈱ヤタロー 完全給食 一括購入 個別購入 有 統一献立 

都田 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

神久呂 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

入野 自校方式 ㈱ヤタロー 完全給食 一括購入 個別購入 有 統一献立 

積志 自校方式 ㈱ミカサ 完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

湖東 自校方式 ㈱魚国総本社 完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

篠原 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

丸塚 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

高台 自校方式 ㈱ミカサ 完全給食 一括購入 個別購入 有 統一献立 

庄内 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

江南 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

開成 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

中郡 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

三方原 自校方式 ㈱魚国総本社 完全給食 一括購入 一括購入 有 統一献立 

東陽 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

佐鳴台 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

富塚 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

可美 自校方式   完全給食 一括購入 一括購入 無 統一献立 

舞阪 自校方式 ㈱魚国総本社 完全給食 一括購入 個別購入 有 独自献立 

雄踏 
雄踏学校 

給食センター
  完全給食 一括購入 個別購入 有 独自献立 
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名 称 実施方法 
民間委託 

業者名称 
区分 

ﾊﾟﾝ・米飯

牛乳調達 

その他 

食材調達 

栄養教諭及び

学校栄養職員 
献立 

浜名 

浜北学校 

給食センター

シダックス大

新東ヒューマ

ンサービス㈱ 

完全給食 一括購入 個別購入 

無 

独自献立 

北浜 有 

浜北北部 無 

麁玉 無 

北浜東部 無 

清竜 天竜学校 

給食センター
㈱ヤタロー 完全給食 一括購入 個別購入 

無 

独自献立 

光が丘 無 

春野 
春野学校 

給食センター
㈱ヤタロー 完全給食 一括購入 個別購入 有 独自献立 

水窪 
親子方式 

(水窪小) 
  完全給食 一括購入 個別購入 無 独自献立 

細江 自校方式 ㈱ミカサ 完全給食 一括購入 個別購入 有 独自献立 

引佐南部 引佐学校 

給食センター
  完全給食 一括購入 個別購入 

有 

独自献立 

引佐北部 無 

三ヶ日 自校方式 ㈱ヤタロー 完全給食 一括購入 個別購入 有 独自献立 

佐久間 
佐久間学校 

給食センター
  完全給食 一括購入 個別購入 有 独自献立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６ 学校給食と給食費 

 153

（２）給食費の旧地域自治区別比較 

 

給食費を旧地域自治区別に単価が低い順に並べると次のとおりである。 
 

ア  幼稚園 

 

旧地域自治区 方式 単価 最安値との差 月額 回数 

春野 センター 230円 0円 3,130円 13.6回 

雄踏 センター 230円 0円 3,150円 13.7回 

引佐 センター 230円 0円 3,420円 14.9回 

舞阪 自校 230円 0円 3,450円 15回 

佐久間 センター 240円 10円 3,490円 14.5回 

天竜 センター 240円 10円 3,720円 15.5回 

細江 自校 245円 15円 3,600円 14.7回 

三ヶ日 自校 245円 15円   

浜松  給食無し  

浜北  給食無し  

 

イ  小学校 

 

旧地域自治区 方式 単価 最安値との差 月額 回数 

春野 センター 245円 0円 3,964円 16.2回 

引佐 センター 245円 0円 4,031円 16.5回 

雄踏 センター 245円 0円 4,075円 16.6回 

三ヶ日 自校 245円 0円 4,120円 16.8回 

細江 自校 245円 0円 4,165円 17回 

浜北 センター 253円 8円 3,910円 15.5回 

天竜・龍山 センター 253円 8円 4,025円 15.9回 

佐久間 センター 253円 8円 4,140円 16.4回 

浜松 自校 253円 8円 4,294円 17回 

舞阪 自校 260円 15円 4,372円 16.8回 

水窪 自校 260円 15円 4,254円 16.4回 

平成23年度

 4,105円  県平均 
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ウ  中学校 

 

旧地域自治区 方式 単価 最安値との差 月額 回数 

春野 センター 300円 0円 4,854円 16.2回 

引佐 センター 300円 0円 4,909円 16.4回 

細江 自校 300円 0円 4,963円 16.5回 

三ヶ日 自校 300円 0円 5,045円 16.8回 

雄踏 センター 300円 0円 5,100円 17回 

浜北 センター 305円 5円 4,713円 15.5回 

天竜 センター 305円 5円 4,852円 15.9回 

佐久間 センター 305円 5円 4,880円 16回 

浜松 自校 305円 5円 5,229円 17.1回 

舞阪 自校 317円 17円 5,056円 15.9回 

水窪 自校 317円 17円 5,244円 16.5回 

平成23年度

 4,894円  県平均 

 

米飯の炊飯方式は次の3つに区分される。 

① 自校炊飯 
各学校、各センターで炊飯をする。雄踏、細江、引佐、三ヶ日、春野が該当

する。 

② 委託炊飯 
パン製造業者に委託し、アルミパックの容器を使用している。天竜、舞阪、

佐久間、水窪、龍山が該当する。 

③ 米飯持参 
週一度、米飯を自宅から持参している。(旧)浜松、浜北が該当する。なお、

週一度の持参以外は、パン製造業者に委託している。 

      一般的には、炊飯民間委託が容器を含め、単価が高いと言われている。 

 

 

３ 合併後に関する問題 
 
（１）概要及び監査の視点 

 
平成 17 年 7 月 1 日、浜松市、浜北市、天竜市、舞阪町、雄踏町、細江町、引佐

町、三ヶ日町、春野町、佐久間町、水窪町及び龍山村の 12 市町村が合併して新浜

松市が誕生した。合併当初は旧市町村の実情を尊重するということで、当初の制度
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がそのまま残存している部分が多い。 

しかし合併後7年以上を経過し、一つの市でこの差をこのまま継続してゆくのか。

それとも将来的には解消してゆくのか。検討すべき時期に来ていると考える。この

項では旧市町村別の違いを開示し、将来的な方向性を検討する手がかりにしたい。

ただし、学校給食会については、次の項で取り上げる。 

 

（２）監査の結果 
 

  意 見  

 

ア 幼稚園の給食 

幼稚園は義務教育ではないため、学校給食法の範囲外ではあるが、前記「学校

給食の概要」によれば、幼稚園の給食の実施状況は旧地域自治区別に次のように

なっている。 

① 自校方式にて実施・・・・・舞阪、細江、三ヶ日 

  ただし、細江、三ヶ日は近隣小学校との親子方式 

② センター方式にて実施・・・天竜、雄踏、引佐、春野、佐久間 

③ 園自体では未実施・・・・・浜松、浜北、水窪 
ただし、保護者主体で持参弁当のほか弁当を外注している。 

唯一の単独調理方式である舞阪での平成 24 年度の予算は人件費を除いて 909

千円となっている。 

人件費を含めると市の負担額はさらに大きくなる。同一市での不公平が生じる

可能性もあり、幼稚園の給食に関する市の負担を将来的にどのように行うべきか

を検討する必要があると思われる。 

 

イ 実施方法 

前記「学校給食の概要」によれば、給食の実施方法は、大きく自校方式とセン

ター方式に区分される。 

自校方式は、校舎内に付設の給食調理場があり、そこで調理する方法であり、

センター方式はいくつかの学校の給食をまとめて調理し、配送車で各学校に届け

る方式である。旧地域自治区別には、 

① 自校方式・・・・・・浜松、舞阪、細江、三ヶ日、水窪 

② センター方式・・・・浜北、天竜、龍山、雄踏、引佐、春野、佐久間 

となっている。 

この違いは、会計上の差にもなり、 

① 自校方式・・・・・・私会計 

② センター方式・・・・公会計 

となっている。 
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私会計と公会計のどちらを選択するかは基本的には実施者である浜松市に

任せられていると考えるが、給食費の未納がある場合は、私会計では集金額で

自己完結するため、結果的に給食費を正しく納めた他の児童・生徒の保護者が

負担することになり、公会計では定められた食材購入を浜松市で行うため、未

納分は結果的に浜松市が負担することになる。 

学校給食法第4条の規定により浜松市が学校給食の実施者であり、給食費納

入の反対給付たる学校給食提供の債務者は浜松市である。給食費の法的位置付

けを整理・明確化する上でも、浜松市においても将来的には給食における私会

計・公会計を統一する方向で検討することが望ましい。 

 

ウ 給食費徴収額と給食回数 

前記「給食費の旧地域自治区別比較」によれば、徴収額・給食回数は旧地域自

治区別に分かれ、それぞれ次のようになっている。 

①食単価 

     ⅰ幼稚園・・230円・・4地区、240円・・2地区、245円・・2地区 

     ⅱ小学校・・245円・・5地区、253円・・4地区、260円・・2地区 

     ⅲ中学校・・300円・・5地区、305円・・4地区、317円・・2地区 

     ②月当り給食回数 

ⅰ幼稚園・・13.6回～16.7回 

     ⅱ小学校・・15.5回～17回 

     ⅲ中学校・・15.5回～17.1回 

となり、単価は最大で幼稚園で約7％、小学校で約6％、中学校で約6％の差が

発生し、回数は、最大で幼稚園で約 23％、小学校で約 10％、中学校で約 10％の

差が生じている。 

給食費徴収額の性格を実費負担と考えれば、地域の実情による食材の調達にあ

る程度の差を認める考えもあるが、炊飯施設を自前で持つか持たないか等の施設

によるコスト差をどのように考え、特に食育としての義務教育における学校給食

の給食費を現状のように同一の市において複数の価格体系があることの是非を検

討することが望まれる。 

給食の回数についても、同一市内での差をどの程度まで認めるかの方針を検討

することが必要と考える。 

 
 
４ 学校給食会 

 
（１）概要及び監査の視点 

昭和30年に特殊法人日本学校給食会が発足し、その後、各都道府県に財団法人の

学校給食会が設立された。当初は補助金の対象となる学校給食用品目は、特殊法人
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日本学校給食会から都道府県の学校給食会だけに提供されていた。供給品目は、以

前は脱脂粉乳・輸入小麦・輸入牛肉・米と幅広いものであったが、現在は脱脂粉乳

のみとなっている。飲料としては脱脂粉乳から牛乳に移行して久しいが、脱脂粉乳

は現在も製パン・調理材料として使用されている。 
特殊法人日本学校給食会はその後、日本体育・学校健康センターを経て、今はス

ポーツ振興くじ「ＴＯＴＯ」を運営する独立行政法人日本スポーツ振興センターと

なっている。 
公益財団法人静岡県学校給食会は昭和31年に法人格を取得し、昭和50年 9月に

浜松支部が発足している。浜松支部は静岡県学校給食会として最初の支部であり、

昭和61年に沼津支部が設立されるまではただ一つの支部であった。旧浜松市と学校

給食会は県の市町村の中でも強いつながりを持っていたと言える。 
食材の購入方式は地方自治体によって異なっている。学校給食会のみに独占的に

食材を発注し、学校給食会が納入仕入業者を登録し、発注するケースや各調理場が

直接地域の業者と取引をしているケースがある。 

平成17年の合併前の状態も例外ではない。旧浜松市は学校給食会をとおしてのみ

食材を発注し、それ以外の市町村は学校給食会も一つの業者とみなして地元の業者

と並列で発注していた。この状況は現在も基本的には変わっていない。また、浜松

市が給食調理職員の退職者不補充の方針を打ち出し、民間業者への委託に移行して

いる現状も、食材購入の方法についての見直しの検討を必要としている。 

 
（２）監査の結果 

 
ア  指摘事項  

 

（ア）学校給食会との契約 

各学校と学校給食会との契約書は次の3種類がある。 

①学校給食用牛乳供給事業に係る供給契約に関する事務委託契約書 

国の定める「学校給食用牛乳供給対策要綱」に基づく牛乳の売買に関す

る契約 

②学校給食基本契約書 

学校給食用食材の購入業務に関する基本契約 

③学校給食用商品売買基本契約書 

牛乳を除く学校給食用商品の売買に関する契約 

この内の①及び③については、浜松市すべての小学校及び中学校が締結して

いる。 

しかし、②については、旧浜松市の学校のみが締結している。 

契約書の送付ルートについても、①及び③は浜松市教育委員会学校教育部保

健給食課を通して各学校に送付されるのに対し、②は公益財団法人静岡県学校
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給食会浜松支部から直接各学校に送付される。 

上記②の契約者も平成 24 年度は公益財団法人静岡県学校給食会理事長名と

なっているが、平成23年度では浜松支部長名となっている。そして、「学校給

食基本契約書」第 3 条第 1 項では、「市職員調理校の場合は、毎月徴収された

給食費を商品の支払いにあてるために、毎月末日までに乙の指定口座に送金す

る。」となっている。つまり、各学校は給食費口座の通帳にある全額を学校給

食会からの購入に関係なく学校給食会に振り込むことになる。普通預金の利息

も例外ではない。 

これは集金した各学校の給食費の管理を給食会に全権委任していることに

なる。学校給食会の位置づけを一つの仕入業者にすぎないと捉えるのか、公益

性を帯びた団体ととらえるかにもよるが、公益財団法人といえども民間団体で

あるため、給食費管理の全権委任はいきすぎであり、あくまでも学校で管理す

べきである。 

また、調理業務を民間委託している旧浜松市の学校には、給食費を各学校で

管理するのか給食会浜松支部が管理するかについての確認書が学校給食会か

ら各学校へ送付されている。業務委託している業者が、独自の仕入ルートで、

良い品を安価購入できる可能性も否定できない。民間委託した場合の食材購入

の方法も再考する必要がある。 

 

（イ）学校給食会から学校栄養職員等への委嘱 

公益財団法人静岡県学校給食会から旧浜松市内の学校栄養職員等に対し「公

益財団法人静岡県学校給食会浜松支部献立作成委員」及び「公益財団法人静岡

県学校給食会浜松支部物資調達委員」の委嘱状が送付され、献立作成委員会や

物資調達委員会が開催されるたびに、「学校給食会浜松支部役員等の費用弁償

規程」(規程は浜松市条例に準じている。)により、学校栄養職員に運賃が支給

されている。 

しかし、学校給食の献立作成や給食用食材の購入先選定は学校給食職員の本

来業務である。交通費が必要な場合は、本来浜松市が、負担すべきであり、学

校給食会が支払う費用ではないと考えるので検討すべきである。 

平成 24 年 5 月 10 日付の静岡県学校給食会作成の「平成 24 年度学校給食物

資調達委員会の開催について」の通知によれば主催が学校給食会のようにも理

解できる。献立作成委員会や学校給食物資調達委員会の主催者についても、浜

松市なのか学校給食会なのかを明確にしておくことが必要である。 

 
イ  意 見  

 

（ア）献立作成ソフト 

現状は、学校給食の標準献立作成に際しては、公益財団法人静岡県学校給食



第６ 学校給食と給食費 

 159

会所有の栄養管理ソフト「カロリーメイク静岡版」を使用し、旧浜松市につい

ては、食材発注ソフトをオプションとして追加している。 

前述のように公益財団法人静岡県学校給食会の性格をどのように考えるか

にもよるが、今後民間委託が増加するにつれ、実情にあわない部分も増加する

と予想される。将来的には献立作成ソフトは浜松市が所有するソフトにするこ

とが望ましい。 

 

（イ）幼稚園と学校給食会との契約 

幼稚園については、旧地域自治区別では、浜松、浜北、水窪、龍山を除き学

校給食を実施している。細江、三ヶ日が親子方式、天竜、雄踏、引佐、春野、

佐久間がセンター方式であり、単独調理は舞阪のみであるが、どこも学校給食

会からの食材購入は実施している。 

しかし、幼稚園と公益財団法人静岡県学校給食会との間で小学校・中学校の

ような契約書は締結していない。義務教育であるかないかに関係なく、公益財

団法人静岡県学校給食会から食材を購入している場合は類似の契約を締結す

ることが望ましい。 

 

 
５ 給食費未納問題 

 
（１）概要及び監査の視点 
 

学校給食費の未納問題は社会問題にもなり、ここ数年はマスコミ等に取り上げら

れる機会も増加している。対策に乗り出す自治体では、保護者全員から誓約書を徴

求したり、未納が継続した場合は給食の提供を中止する場合もあると表明した例も

ある。しかし、学校給食は教育の一環であり、保護者の未納を理由に給食を停止す

ることを正当化することはできない。 
学校給食費未納の原因として、家庭の経済上の理由がよく挙げられるが、浜松市

の場合、以下の別表の資料を見る限りは必ずしも当てはまってはいない。就学援助

を受けている家庭の未納率が特別に高いことは確認できていない。やはり保護者の

規範意識の低下が最大の原因であると考えられる。 
浜松市の給食費未納額は、全国平均と比較して低い。また、平成22年度末から平

成23年度末での未納残高も160万円以上減少している。これは学校教職員等、保健

給食課、債権回収対策課(平成24年 9月 1日の組織改正により収納対策課に名称変

更された。)の一丸となった努力の成果と言える。また、「子ども手当」の振込口座

と給食費の振替口座を同一口座にした影響もあると考える。子ども手当は平成 24

年度より「子ども手当」から「児童手当」に変更されたが、受給できる世帯が減少

したことにより、給食費の未納が増加したり、減少に歯止めがかかる可能性もない
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とは言えない。 

浜松市では、平成22年 4月に「子どもたちの学校給食を守る浜松市学校給食費未

納対策マニュアル」を作成し、未納管理を行っている。それによれば、当初は各学

校にて督促を行い、その後は保健給食課による督促、債権回収対策課による催告等

に進むことになっている。 
 

（２）給食費未納状況 
 

学校給食の未納状況は以下のとおりである。 

 

ア  年度別学校給食費未納額 

 年 度 

 22年度（Ａ） 

（H23.3．31現在） 

  23年度（Ｂ） 

（H24.3.31現在） 
差引  (Ｂ-Ａ) 

件数(件）  未納額（円） 件数(件）  未納額（円） 件数(件）  未納額（円）

過年度 147 3,656,006 93 2,276,230 △54 △ 1,379,776

22年度 148 3,478,167 31 977,876 △117 △ 2,500,291

23年度  107 2,246,814  

合 計 295 7,134,173 231 5,500,920 △64 △ 1,633,253

 

 

イ  金額別件数 

金  額 未納月 

平成23年度 理由別件数 

件

数
割合 ア:要保護 イ:準要保護 ウ:その他

５千円未満 約１か月未満 12 11.20% 1 3 8 

５千～１万円未満 約１～２か月未満 16 15.00% 1 10 5 

１～１．５万円未満 約２～３  〃 23 21.50% 2 11 10 

１．５～２万円未満 約３～４  〃 12 11.20% 1 4 7 

２～２．５万円未満 約４～５  〃 14 13.10% 2 3 9 

２．５～３万円未満 約５～６  〃 7 6.50% 0 2 5 

３～３．５万円未満 約６～７  〃 2 1.90% 0 1 1 

３．５～４万円未満 約７～８  〃 3 2.80% 0 0 3 

４～４．５万円未満 約８～９  〃 5 4.70% 0 1 4 

４．５万円以上 約９か月以上 13 12.10% 1 0 12 

合 計   107 － 8 35 64 
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ウ  平成23年度に教育委員会事務局が対応した未納対応の状況  

(継続対応世帯を含む） 

                           (金額単位：円) 

件数 納付済額

42 1,132,061

①完納した件数 9 437,040

②分割納付誓約 32 682,768

③納付に向け協議中 1 12,253

内
　
　
訳

437,040( 8) 　　　　　　　〃　　３件

1,633,564(15) 　　　　　　　〃　　４件

120,130( 1)

区　分 　未納額　（世帯数） 　備考

対応した件数　　　 2,190,734(24) 債権回収対策課対応　７件

 
 
（３）小・中学校、給食センター別給食費未納状況 

 
平成23年度(平成24年 3月 31日現在)の小・中学校、給食センター別の給食費未

納状況は以下のとおりである。 

 

ア 小学校                       

  (単位：円) 

小学校 

現年 過年度 現年分 過年度分 現年分 過年度分 

調定額 調定額 徴収額 納付額 未納額 未納額 

合計 2,219,214,127 2,142,497 2,218,365,782 849,122 848,345 1,293,375

 

                         

イ 中学校 

 

(単位：円) 

中学校 

現年 過年度 現年分 過年度分 現年分 過年度分 

調定額 調定額 徴収額 納付額 未納額 未納額 

合計 1,273,455,948 4,810,448 1,272,057,479 2,849,717 1,398,469 1,960,731
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ウ 給食センター                 

 

      (単位：円)  

浜北給食Ｃ 

現年 

調定額 

過年度 

調定額 

現年分 

徴収額 

過年度分 

納付額 

現年分 

未納額 

過年度分 

未納額 

合計 409,569,090 540,085 409,527,690 115,563 41,400 424,522

              

天竜給食Ｃ 

現年 

調定額 

過年度 

調定額 

現年分 

徴収額 

過年度分 

納付額 

現年分 

未納額 

過年度分 

未納額 

合計 85,372,863 35,380 85,372,863 12,505   22,875

              

雄踏給食Ｃ 

現年 

調定額 

過年度 

調定額 

現年分 

徴収額 

過年度分 

納付額 

現年分 

未納額 

過年度分 

未納額 

合計 51,041,498 54,160 51,041,498 51,540   2,620

              

引佐給食Ｃ 

現年 

調定額 

過年度 

調定額 

現年分 

徴収額 

過年度分 

納付額 

現年分 

未納額 

過年度分 

未納額 

合計 61,662,532 95,098 61,633,332 34,400 29,200 60,698

              

春野給食Ｃ 

現年 

調定額 

過年度 

調定額 

現年分 

徴収額 

過年度分 

納付額 

現年分 

未納額 

過年度分 

未納額 

合計 19,719,885   19,719,885       

              

佐久間給食

Ｃ 

現年 

調定額 

過年度 

調定額 

現年分 

徴収額 

過年度分 

納付額 

現年分 

未納額 

過年度分 

未納額 

合計 13,578,118   13,578,118       

 
（注）前記ア 小学校、イ 中学校の未納額には、ウ 給食センターのうち児童・生徒分の
未納額が含まれている。 
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（４）監査の結果 
 

ア  指摘事項  

 

住所不明者への対応 

未納者の中で、住所不明の者は下記のようになっている。  

①Ａ校   金額9,000円  海外へ帰国 

②Ｂ校   金額6,578円  所在不明 

③Ｃ校   金額5,325円  所在不明 

④Ｄ校   金額2,434円  海外へ帰国 

⑤Ｅ校   金額8,044円  海外へ帰国 

⑥Ｆ校   金額8,988円  転居先不明 

⑦Ｇ校   金額4,215円  海外へ帰国 

⑧Ｈ校   金額3,490円  海外へ帰国 

⑨Ｉ校   金額7,833円  海外へ帰国 

⑩Ｊ校    金額7,834円  海外へ帰国 

⑪Ｋ校  金額125,210円  海外へ帰国 

⑫Ｌ校   金額21,905円  所在不明 

 

これらの者に対しては、督促状・催告状の発送を行なっていないし、それ以外

の回収対策も困難である。「子どもたちの学校給食を守る浜松市学校給食費未納対

策マニュアル」には貸倒処理の項目がないが、現実的に回収可能性のないものを

いつまでも債権として認識しておくことのメリットは無い。所在不明で未納期間

が長期間継続し回収可能性の無いものについての貸倒処理の基準を検討する必要

がある。 

 

イ  意 見  

 

（ア）収納対策課から保健給食課及び学校への差し戻し分 

「子どもたちの学校給食を守る浜松市学校給食費未納対策マニュアル」の記

載にはないが、収納対策課から保健給食課・学校への差し戻し分が下記のよう

に発生している。  

① Ｍ校 金額84,130円  
② Ｎ校  金額9,980円  
③ Ｏ校 金額76,894円  
④ Ｐ校 金額45,030円  
教育的配慮や学校に迷惑がかかることの懸念があるにもかかわらず、債権回

収の専門部署から保健給食課や学校に再度移管するのは異例と思われる。支払
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督促等の手段も視野に入れつつ、学校と収納対策課との協同による未納者に対

する回収対策が望まれる。 

 

（イ）保健給食課から収納対策課への移管 

「子どもたちの学校給食を守る浜松市学校給食費未納対策マニュアル」によ

れば、「保健給食課の督促期限までに、納付又は納付誓約ができなかった事例

については債権回収対策課に移管し、回収を行うものとする。」となっている。

実際には、納付期限の過ぎた未納分すべてが収納対策課へ移管されるのではな

く、個別の話し合いにより移管分を決定している。 

そのため、保健給食課の督促状の文面は「なお、期限までに完納されない場

合には、今後の処理を浜松市債権回収対策課（収納対策課）に移管します。」

となっていても移管分については別に「納付催告書兼債権回収対策課（収納対

策課）への移管予告書」を送付している。保健給食課から収納対策課への移管

分の基準については、納付期限を過ぎたものを自動的にすべて移管するのか、

それとも個別に判断するのかマニュアルの記載について整理することが望ま

しい。 

 

 

６ 民間委託 
 
（１）概要及び監査の視点 
 

浜松市では、給食調理職員の退職者不補充の方針を取り、平成17年度から学校給

食業務の民間委託を実施し、平成 24年度～26年度では 13の契約グループで 35の

学校と浜北給食センターにおいて調理業務の民間委託を行っている。 
前記Ｐ142～Ｐ152の表によれば、平成24年度で、5つの法人と業務委託契約を締

結している。なお、契約期間は3年である。 
 
（２）監査の結果 

 
  意 見  

 

ア 業務委託契約 

浜松市と受託業者は、学校給食調理業務に関して「業務委託契約書」を締結し

ている。 

「業務委託仕様書8業務内容(1)食材納入」では「学校栄養職員がまとめた注文

書に基づき、受託者がそれぞれの食材業者に発注する。」となっている。 

しかし、旧浜松市では昭和50年の学校給食会浜松支部の設立以降は、食材購入
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については一括購入方式を採用しているため、旧浜松市については、原則的には

学校栄養職員が食材業者に発注している。業務委託契約では食材の検収責任は受

託者側にあるが、学校栄養職員が食材業者に直接発注することは検収責任があい

まいになる可能性がある。また、仕入先選択、食材発注の実質的決定権が、受託

業者になければ民間委託の効用は半減される。 

したがって、今後民間委託が増加する中で、食材の発注責任と検収責任との関

係及び民間委託の本旨から、食材業者への発注をどちらの担当とするのかを再検

討し、契約書に明記することが望ましい。 

 

イ 落札率 

学校給食調理業務の委託は上記のように、契約グループごとに分かれ、2 校か

ら4校で1グループを形成し、グループ単位で業者と契約している。  

落札率は、業者単位で管理しているが、平成 24 年度～26 年度の契約において

学校単位では落札率が著しく低いものがある。グループ単位では、落札率の基準

を満たしているため、問題はないとも言えるが、学校単位でもあまりに落札率が

低いものについては、その理由を確認することが望ましい。 

 

 

７ その他 

 

（１）監査の結果  

 
 意 見  

 

欠食による給食費の返金 

学校給食事務によれば、「事前に学校給食停止・開始届けを提出した日から5日目

の給食費が返金される。」となっている。基本的な考え方として、「食材の発注数量

の変更を納入業者に連絡する。実際に変更できる物資については、届出を受けてか

ら中3日間かかる。」ためである。 

一方、公益財団法人静岡県学校給食会からの「平成24年度学校給食用一般食品の

取扱いについて」の「3．申込方法について」によれば、「追加・変更は、配送日の

1週間前までに連絡してください。」となっている。このままでは、5日前までの生

徒からの連絡では、食材発注の変更は間に合わないことになる。 

自校方式により給食調理を行っている場合は、私費会計となり、食材費の不足は、

他の児童・生徒が結果的に負担することになる。したがって、児童・生徒が不利益

を被らないように給食費の返金と食材発注変更のタイミングとを検討することが望

ましい。 
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