
柏市学校給食将来構想【概要版】 

 

はじめに 

柏市では、旧柏地域の小中学校（５１校）と風早南部小学校は、学校の敷地内に調理場があり、その学校分のみ

を調理する方式（自校方式）で、旧沼南地域の小中学校（１１校）は、複数の学校の給食を給食センターで調理

し、給食時間までに配送する方式（センター方式）で学校給食を提供しています。しかし、各給食施設は老朽化が進行

するとともに、平成２１年に施行された「学校給食衛生管理基準」への適合や旧沼南地域における自校方式の検討な

ど、様々な課題を抱えています。一方、近年、学校給食を取り巻く環境は大きく変化し、食育の推進や食物アレルギー対

応の重要性が高まっているほか、少子高齢化の進行に伴う児童生徒数の減少や働き手の減少に対して、持続可能な学

校給食の実施体制が求められています。これらの課題を克服し、将来にわたり、安全・安心でおいしい学校給食の提供を

実現するため、学校給食のあり方を検討し、「柏市学校給食将来構想」としてまとめました。 

 

１ 学校給食の現状と課題 

  

◆自校方式の小学校は、築３０年以上が約７割を占め

ており、老朽化対策には長期間が必要です。 

◆自校方式の多くは、学校給食衛生管理基準を満たして

いません。このため、作業方法の工夫等により適切な管

理に努めています。 

◆建物が狭いため、改修工事では十分な改善ができませ

ん。工事期間中は給食を提供することができません。 

◆給食センターは狭いため、1日２回の調理をしています。 

図 給食施設（自校方式）の経過年数 

 

 

 自校方式・52校（平均値） 
給食センター・11校配送 

小学校 中学校 

経過年 33年 22年 41年（昭和53年5月開所） 

面積 259㎡ 454㎡ 1,082.76㎡（敷地面積5,115㎡） 

調理食数 607食 562食 約5,000食（2回転調理） 

衛生管理基

準の状況

（達成率） 

・汚染・非汚染作業区域の部屋区分（33%） 

・ドライシステムの導入（29％） 

・エアコンによる適切な温度・湿度管理（12％） 

・調理食数（１回転調理）に必要な面積がない 

・汚染・非汚染作業区域の部屋区分がされていない 

・ドライシステムではないため、ドライ運用に努めている 

 

◆総人口は２０２５年に、児童生徒数は２０２４年を

ピークに減少していくことが見込まれています。 

◆学校給食施設においても、将来の児童生徒数を見据え

た整備が求められます。 

表 柏市の年齢3区分別人口推計 

区分 2020年① 2050年② 
増減率 

（②/①） 

65歳以上 110,724人 138,141人 24.8％ 

15～64歳 261,049人 221,651人 ▲15.1％ 

0～14歳 53,613人 42,202人 ▲21.3％ 

計 425,386人 401,994人 ▲5.5％ 
 

図 児童生徒数の推移 
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１ 施設の老朽化と学校給食衛生管理基準への適合 

２ 将来人口と児童生徒数の推移 

※学校給食衛生管理基準…※食中毒事故等を防ぐために国が定める施設・設備・調理に関する基準 

柏市HP 



 

◆調理作業を民間事業者へ委託していますが、生産年齢

人口の減少で人員確保が難しくなっています。 

◆自校方式では、調理食数に関わらず正規職員の責任者

と副責任者を配置するため、センター方式と比べて多くの

人員が必要です。 

表 調理員等の配置人数（平成30年度） 

 
児童生徒数 

調理員等の人数 

（児童生徒500人あたり） 

自校方式 26,402人 468人（8.9人） 

センター方式 4,379人 61人（7.0人） 
 

図 調理業務委託事業者アンケート結果 

  
 

 
 

 

◆自校方式は、施設が分散するため、センター方式よりも施

設や設備、人員が多く必要になります。 

◆現在の給食センターは建物が狭く、少ない調理員で作業

しているため、１食あたりの給食提供コストは低額です。 

表 自校方式とセンター方式のコスト比較 
 

 令和元年度

予算額 

児童生徒 

1人あたり 
１食あたり 

自校方式 21.7億円 78千円 398円 

センター方式 2.2億円 51千円 249円 

 

◆自校方式は、１人ずつ栄養士を配置しているため、セン

ター方式よりもきめ細かな活動ができますが、給食管理か

ら食育までの業務を１人で行わなければなりません。 

◆センター方式は、配送校に栄養士は配置されませんが、

給食センターに複数人配置されるため、相談・協力しな

がら業務を行っています。 

◆献立は、学校給食実施基準などに基づき、学校や給食

センターに配置した栄養士が作成しています。 

◆給食センターは、平成28年度に保温性に優れた給食容

器を導入し、温かくておいしい給食を提供しています。 

 

図 平成30年度柏市学力学習状況調査結果 

 
 

表 給食開始前の提供温度（小学校) 

区分 ご飯 主菜 汁物 

自校方式 44.6℃ 30.0℃ 64.1℃ 

センター方式 54.0℃ 30.0℃ 70.0℃ 
 

 

◆食物アレルギーを有する児童生徒数は、増加傾向にあり

ますが、多くの調理場は狭いため、アレルギー対応食を調

理するスペースが確保できません。 

 

表 アレルギー児童生徒数の推移 

年度 2017 2018 2019 

対象人数 1,336人 1,392人 1,722人 
 

２ 柏市学校給食の基本方針 

 学校給食の現状と課題を踏まえ、次のとおり基本方針を掲げることとします。 

【学校給食の目標】 

 安全・安心でおいしい給食を将来に

わたり提供し、子どもの健やかな成長

につなげる 

【方針】 

 １ 安全・安心な給食を提供する 

 ２ 栄養バランスのとれたおいしい給食を提供する 

 ３ 食物アレルギーに対応した給食を提供する 

 ４ 食育を推進する 

 ５ 将来にわたり安定的な給食提供体制を構築する 
    

３ 調理体制 

４ 学校給食にかかるコスト 

５ 食育の推進 

６ 食物アレルギー対応 



３ 学校給食調理方式の検討 

 安全・安心な給食の提供を第一に考え、学校給食衛生管理基準を満たした施設整備の実現可能性について、「自校

方式」と「センター方式」の比較・検証を行いました。 

 
《モデルプランの設定》 

◆学校給食衛生管理基準に基づいて汚染・非汚染作業区域を

明確に区分したモデルプランを設定しました。 

《旧柏地域》 

◆小学校にモデルプランを整備するには、今の施設よりも２倍程

度の広さが必要ですが、建物や敷地が狭いため困難です。 

◆中学校はモデルプランを整備することが、概ね可能です。 

《旧沼南地域》 

◆１１校中６校はモデルプランを整備できる可能性があります

が、５校※は敷地が狭いため整備できません。 

 ※風早北部小、手賀西小、手賀東小、風早中、手賀中 

《親子方式の可能性》 

◆建物や敷地が広い中学校を親校とした組み合わせが考えられ

ますが、調理能力の不足や、小学校と中学校が同一の献立と

なるなどの課題が生じます。 

 

 

 

表 自校方式整備の可能性がある６校 

 設定食数 整備基準 

高柳小 800 駐車場一部廃止 

大津ケ丘一小 400 構築物の撤去等 

大津ケ丘二小 400 構築物の撤去等 

高柳西小 400 構築物の撤去等 

大津ケ丘中 600 駐車場一部廃止 

高柳中 600 給食室形状の工夫等 
 

 

 

 ３つのケースごとにコストを試算し、比較しました。 

◆イニシャルコスト（設計・工事監理費・建設費・調理機器等） 

◆ランニングコスト（調理業務費・大規模改修費等） 

◆ライフサイクルコスト（イニシャルコスト＋ランニングコスト） 

 

表 検討する将来の学校給食提供方式 

ケース１ 

可能な限り自 

校方式に移行 

旧柏地域 → 自校方式を継続 

旧沼南地域 → ６校を自校方式に移行 

（高柳小、大津ケ丘一小、大津ケ丘二小、

高柳西小、大津ケ丘中、高柳中） 

既存の給食センターは建替 

 （4,000食、5校分） 

ケース２ 

現状維持 

旧柏地域 → 自校方式を継続 

旧沼南地域 → センター方式を継続 

既存の給食センターを建替 

 （6,000食、11校分） 

ケース３ 

センター方式に 

移行 

旧柏地域 → ４校を除き、センター方式に移行 

        （田中小、田中北小、柏の葉小・中） 

旧沼南地域 → センター方式を継続 

既存給食センターの建替を含め、市内４か所に整備 

 （7,000食×3施設、9,000食×1施設） 
 

図 ４㎞（10分）の配送距離（ケース３） 

 
 

※鉄骨造の建物の目標耐用年数６０年間で算出 

※ケース１・２は、自校方式の大規模改修・建替工

事を継続 

※ケース３は、自校方式を配膳室にする工事費と、自

校方式を継続する４校のランニングコストを含む 

※給食センターの規模は、改修等に対応する余剰分の

調理能力を確保 

小学校中学校想定敷地

１ 学校給食衛生管理基準への適合 

  （定量的評価） 

２ 財政負担（定量的評価） 

図 モデルプラン例（800食） 

 

凡例 

汚染作業区域 

非汚染作業区域 

その他 



表 財政負担のまとめ（億円）  

ケース 調理場方式等 イニシャル ランニング ライフサイクル ケース１比較 ケース２比較 

ケース１ 
自校方式58校 

センター1施設（4千食） 
213.9 1,433.7 1,647.6 － 

89.1億円 

5.7％ 

ケース２ 
自校方式52校 

センター1施設（6千食） 
197.3 1,361.2 1,558.5 

▲89.1億円 

▲5.4％ 
－ 

ケース３ 
自校方式4校 

センター4施設（7～9千食） 
183.1 1,154.6 1,337.7 

▲309.9億円 

▲18.8％ 

▲220.8億円 

▲14.2％ 

 ケース３のライフサイクルコストが約１,３３８億円で最も小さくなりました。ケース１と比較して約３１０億円、ケース２

と比較して約２２１億円の削減効果がありました。 

 

 学校給食基本方針の実現に向けて重要と考える「安全・安心の確保」「おいしい給食」「食物アレルギーへの対応」「食

育の推進」「安定供給」の５つの視点による「定性的評価」を行いました。自校方式はきめ細かな対応に関する評価が高

く、センター方式は安全面と価格面に関する評価が高い傾向が見られました。 

主な項目 自校方式 センター方式 

学校給食衛生管理基準等への対応（施設） × 施設が狭い 〇 

調理後２時間以内の給食提供 〇 △ 配送が必要 

食中毒・異物混入等（リスクの影響） 〇 × 被害は配送校 

手作りの多様な献立 〇 △ 配送が必要 

食物アレルギー対応（施設・設備） × 施設が狭い 〇 

栄養士の配置 〇 各校に配置 △ センターに配置 

施設整備の期間 △ 長期間 〇 

工事期間中の給食提供 × 提供できない 〇 
 

 

検証結果 

 学校給食衛生管理基準に適合した施設整備の可能性、財政負担の比較、定性評価から、自校方式（ケース１・

２）よりもセンター方式（ケース３）で再整備することが望ましいとの結論に至りました。 

理由 

①全ての自校方式を再整備するには長期間を要し、多くの小学校は学校給食衛生管理基準を満たした整備ができない。 

②現在地で再整備した場合、工事期間中の給食提供が困難である。 

③自校方式は、調理場の工事期間中に建物や運動場が使用できなくなるなど、学校活動への影響が大きい。 

④保温性に優れた給食容器などの導入により、給食センターでも「温かくておいしい給食」の提供は可能である。 

⑤センター方式は、自校方式よりも建設費や維持管理費の財政負担が小さい。 
 

施設整備の方向性 

 学校給食衛生管理基準への適合や学校運営への影響など、自校方式の継続には課題が多いため、給食施設の再整

備はセンター方式を基本とし、老朽化した自校方式調理場は順次センター方式に移行することとします。今後は、自校方

式調理場の老朽化の状況や児童生徒数の推移を考慮しながら、市内数か所に給食センターを整備し、段階的に移行を

進めていきます。なお、老朽化対策が急務な既存の給食センターの再整備を最優先に進めることとします。 

給食センター 既存の施設は移転再整備する。 

自校方式 複数の給食センターを整備し、段階的にセンター方式に移行する。 

 《留意点》 ◆給食センターの規模や建設場所は、調理後2時間以内の給食提供などについて考慮する。 

 《留意点》 ◆食育や食物アレルギー対応において、学校現場の負担が増加しないよう栄養士の配置を検討する。 

 

柏市教育委員会学校教育部学校保健課 

〒277-8503 千葉県柏市大島田４８－１  電話０４－７１９１－７３７６ 

３ 運営方法（定性的評価） 



 


