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令和３年度 学校給食事業報告について 

 

1-1 施設・設備関係 

① 指導課所管分                                       令和 4年 1月 31日現在 

事 業 学校名等 内容（主なもの） 

【修繕関係】 四街道小学校 回転釜・冷蔵庫・調理用水栓・休憩室雨漏り・天井照明 

中央小学校 回転釜・給湯器・自動洗米機・エアコン・配膳室雨漏り 

大日小学校 シャッター・運搬車 

八木原小学校 配膳台・運搬車・出入口鍵 

四和小学校 
回転釜・ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ・フライヤー 

食器食缶洗浄機・給気フィルター・床改修・建具類 

和良比小学校 
ガスコック・ガス管・ガス警報器・ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ 

建具類 

吉岡小学校 ガスコック・ガス管・ガス警報器・シンク台 

四街道中学校 ガスレンジ台・消毒保管機・給湯器・食器食缶洗浄機 

千代田中学校 運搬車 

旭中学校 
回転釜・グリストラップ・倉庫雨漏り・配膳室壁 

排気システム・給気フィルター・建具類・排水管 

四街道西中学校 
炊飯器・回転釜・排気ファン・ガスコック・ガス管 

手洗器・食器食缶洗浄機・建具類 

四街道北中学校 回転釜・フライヤー・消毒保管機・配膳室雨漏り 

【備品関係】 

 

 

四街道小学校 
消毒保管機（2台）・食器洗浄機（１台） 

中心温度計（１台）・ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ（北部移設） 

八木原小学校 運搬車（2台） 

四和小学校 デジタル温度計（１台）・揚げ油測定センサー（１台） 

和良比小学校 検食用冷凍庫（１台）、配膳台（2台）・運搬車（１台） 

吉岡小学校 納品用冷蔵庫（１台）・運搬用台車（１台） 

旭中学校 
食器食缶洗浄機（１台）・デジタル秤（１台） 

捕虫器（新設 2台）・排気ファンインバーター（１台） 

 
四街道西中学校 デジタル秤（１台） 

四街道北中学校 
炊飯器（１台）・牛乳保冷庫（１台）・冷蔵冷凍庫（１台） 

カート（2台）・ざる置台（１台） 

【工事関係】 旭中学校 空調機更新工事・給湯器更新工事 

 

＊給食施設・設備に関しては、20～30 年使用している調理機器の備品購入や更新工事、老朽化・寿命に伴う

施設・設備の修繕が多くなっています。点検等を実施しながら、給食を安全に提供できるよう努めています。 
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② 共同調理場所管分                                   令和 4年 1月 31日現在 

事 業 施 設 名 内     容 

【修繕関係】 
北部学校給食共同調理場 

（主なもの） ガス給湯器・調理室床・調理室排気ダクト・

コンテナー・地下タンクマンホール交換 

東部学校給食共同調理場 
（主なもの） スチームコンベクションオーブン・コンテナ

ー・調理室排水 

【備品関係】 
北部学校給食共同調理場 

フードプロセッサー・スチームコンベクションオーブン（更

新）・電気式食器消毒保管機（更新） 

             東部学校給食共同調理場 フードプロセッサー・ガス式回転釜（更新） 

【工事関係】 

 

北部学校給食共同調理場 

 

ボイラー煙突改修 

 
東部学校給食共同調理場 休憩室空調機（更新）プラットホーム改修・ 

 

＊自校式と同様に 20 年以上使用している調理機器・施設・設備の老朽化・寿命に伴う修繕・備品購入・工事が

多くなっています。 

 

 

1-2 調理業務委託関係 

学校・施設名   食 数 

①四街道小学校・四街道西中学校 約１，３００食/日 

受託業者名/契約期間   (株)東洋食品  令和３年４月１日～令和６年７月３１日 

②中央小学校・四街道北中学校 約１，３３０食/日 

受託業者名/契約期間   (株)メフォス   令和３年４月１日～令和６年７月３１日 

③四和小学校・吉岡小学校・旭中学校 約１，２７０食/日 

④和良比小学校・四街道中学校 約１，４９０食/日 

受託業者名/契約期間   協立給食(株)  平成３１年４月１日～令和４年３月３１日 

⑤北部学校給食共同調理場 約２，２１０食/日 

⑥東部学校給食共同調理場 約  ４４０食/日 

受託業者名/契約期間    (株)東京天竜  令和３年４月１日～令和６年７月３１日 

合計４社 約８，０４０食/日 

 

＊調理業務委託に関して、今年度の入札より、契約期間を３年４か月とすることで、次回から、夏季休暇中に 

契約を行えることとしました。学校給食の調理業務委託は入札により実施しており、現在の状況は以下の通り 

です。 

③四和小学校・吉岡小学校・旭中学校、④和良比小学校・四街道中学校⇒現在入札中 

⑤北部共同調理場、⑥東部共同調理場⇒入札・契約統合（みそら中央保育所分園別入札・契約） 

⑤⑥共同調理場委託契約先⇒東京天竜(株)が落札・締結 

 

 

 

 



1-３ 衛生管理 

事 業 内     容 

給食施設巡回（指導課） 実施日：5月 14日、17日、21日、25日、26日、31日 

6月 3日、9日 10日、11日、14日 

実施施設：四街道小、旭中、北部共同調理場、中央小、吉岡小、四街道中 

東部共同調理場、四街道西中、四和小、和良比小、四街道北中 

 

実施日：11月 19日、22日、24日、25日 26日 

実施施設：八木原小、四街道北中、和良比小、四街道中、四街道西中、 

吉岡小 

 

実施日：1月 25日、26日、27日、28日 

実施施設：和良比小、四街道中、吉岡小、東部共同調理場、四街道西中、 

       四街道北中 

配膳員研修会 日  時：令和３年７月２０日 

場  所：四街道市教育委員会 第二庁舎 第二会議室 

参 加 者：給食配膳員 計１０名 

内  容：講演「給食施設の衛生管理について」 

 

＊今年度より、指導課による施設巡回をより多く実施することで、現状（問題点等）を把握するとともに、次年度 

以降の取り組みに向けて学校栄養士等との意識共有に努めました。 

 

 

1-４ 学校給食費（収納状況・未納対策）                              

  令和 4年 1月 31日現在 

事 業 内     容 

給食費収納状況 現年度分（令和３年度４月～１１月分） 

 調定額 収納額 収納率 

小学校分 １７３，７９２，３７５円 １６９，４１５，４８２円 ９７．４８％ 

中学校分 １０１，３１３，２００円 ９８，６１５，２６５円 ９７．３４％ 

合計 ２７５，１０５，５７５円 ２６８，０３０，７４７円 ９７．４３％ 

 

 滞納繰越分（平成２７年度～令和２年度分） 

 調定額 収納額 収納率 

合計 １７，８１１，４３９円 ４，５２４，２５０円 ２５．４０％ 

     

未納対策 実施件数等 

 内容 件数等 

文書催告 未納のお知らせ ３回（１，４３６件） 

督促状 １回（  ２７７件） 

催告書 ２回（  ３６１件） 

臨戸徴収 平日 ４回（２５世帯） 

法的措置 支払督促申立 １５件 

      



 

＊学校給食費に関して 

・現年度分について、例年並みの収納状況となっています。 

・滞納繰越分について、文書催告・法的措置・臨戸徴収による回収等で一定の成果を得られているものの例年

と比べ低い収納率となっています。要因のひとつとして、コロナウイルス感染症の影響による経済的困窮も考え

られるが、一方で、コロナウイルス感染リスクを理由とした臨戸拒否もあり、対応に苦慮しているところです。 

・文書催告及び法的措置の件数等については例年並みとなっています。臨戸徴収の訪問世帯数が大幅に減と

なっているが、コロナウイルス感染症拡大防止のため、やむを得ず、訪問世帯数を抑えたことによります。（令和

２年度は臨戸徴収は保護者の希望によるもののみ） 

 

 

1-５ その他 

 

＊学校給食費（賄材料費）に関して 

・学校給食については、学校給食法第 11 条第 2 項において施設、設備に要する経費並びに学校給食の運営

に関する経費は設置者である自治体等が負担し、それ以外の経費は保護者負担とされています。本市におい

ては、そのうち、給食食材費（賄材料費）を保護者の方から学校給食費として徴収しているところです。今後、物

価の変動や経済状況等を鑑みて、速やかに適正な学校給食費を本運営委員会で検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 



令和３年度 「食生活アンケート」結果 
 

（◎よかった結果 △改善すべき結果） 

【食事の重要性】について 問３～問５ 

◎給食が「好き」「どちらかというと好き」の割合が８９％であり、昨年度の９０％に引き

続き高い割合を保っている。 

◎「朝食を毎日食べている」「朝食を食べる日が多い」と回答した割合が９２％であり、昨

年度の９１％に引き続き良い習慣が身に付いている。 

◎食事の時間を楽しみにしている割合が８４％であり、昨年度の７７％から増加している。 

⇒今後も、学校便りや給食便りをとおして、食への興味関心を高める指導を行う。 

 

【心身の健康】について 問６～問８ 

◎８１％の割合で野菜をよく食べている。昨年度は８２％。 

△お菓子やジュースの中身や量を考えて口にしている割合が６４％と低く、小学生の７０％

に対して中学生は５９％であった。 

△栄養のバランスを考えて食べている割合が６３％と低く、小学生の６６％に対して中学生

は６０％であった。 

⇒栄養バランスや食べる量について意識を高める指導を行う。 

 

【食品を選択する能力】について 問９～問１０ 

△自分だけである程度の料理を作ることができる割合が、昨年度と同じ６３％。 

△食べ物の安全性について考えている割合が６０％と低い。昨年度は５９％。 

⇒引き続き、家庭科を中心として、調理技能や食の安全性についての指導を行う。 

 

【感謝の心】について 問１１～問１２ 

◎９５％の割合で、感謝の気持ちを込めてあいさつをすることができている。 また、毎年

高い割合を保つことができている。 

◎食べ物を「いつも残さず食べる」「残さず食べることが多い」の割合が、昨年度と同じ８

２％であった。 

⇒残さず食べる子どもを増やすために、時間の確保に努め、栄養摂取の効果について自ら考

える指導を行う。 

 

【社会性】について 問１３～問１４ 

◎食事のマナーに気をつけている割合が、昨年度の７４％から７６％に増加している。 

◎食事の準備や片づけをしている割合が、昨年度の８６％から９０％に増加している。 

⇒様々な教育活動をとおして、家庭における自己の役割について啓発を図る。 

 

【食文化】について 問１５～問１６ 

◎給食に四街道市でとれたものが使われていることを知っている割合が、昨年度の５１％か 

ら６０％に増加している。 

△食材の産地や産物、旬などについての興味・関心が低く、昨年度の４１％から４６％に増

加しているものの、引き続き課題となる。 

⇒栄養士や担任が連携して指導し、地場産業や食材の旬について関心を高める。 
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ア イ ウ エ

ア イ ウ エ

ア イ ウ エ

ア イ ウ エ

ア イ ウ エ

ア イ ウ エいつも考えて食べ
ている

考えて食べている
ことが多い

考えて食べている
ことは少ない

考えてたべていない

問５　　おかしやジュースは、中身や量を考えて口にしていますか？

いつも考えて口に
している

考えて口にしてい
ることが多い

考えて口にしてい
ることは少ない

考えて口にしていない

問６　　いつも栄養のバランスを考えて食べていますか？

いつも楽しみである 楽しみなことが多い 楽しみと感じるこ
とは少ない

楽しみと感じることは
ない

問４　　野菜をよく食べますか？

よく食べる 食べることが多い 食べることが少ない ほとんど食べない

問２　　朝食は毎日食べていますか？

毎日食べている 食べる日が多い 食べない日が多い ほとんど食べない

問３　　食事の時間が楽しみですか？

（別紙１）

育て元気な四街道っ子～食生活アンケート～

  これから、あなたの食事や生活についていくつか質問をします。
　このアンケートは、みなさんがより健康にすごすためにどのようにすれば
よいのかを知るために行うもので、アンケートの結果が他のことに使用され
ることはありません。
　あてはまると思う答えの記号に○をつけてください。

あなたは　（　小学校５年生　・　中学校２年生　）※あてはまるほうに○をつけてください。

問１　　給食は好きですか？

好き どちらかというと
好き

どちらかというと
きらい

きらい



ア イ ウ エ

ア イ ウ エ

ア イ ウ エ

ア イ ウ エ

ア イ ウ エ

ア イ ウ エ

ア イ ウ エ

ア イ ウ エ

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。

産地や産物などを
よく知っている

産地や産物などを
少し知っている

使われていること
を知っている

使われていることを知
らない

問１４　　ふだん食べている食べ物の生産地や旬（季節）などを考えることはあり
　　　　　ますか？

いつも考えている 考えることが多い 考えることは少ない 考えたことはない

問１２　　はしの使い方、食器の持ち方、話題の選び方など、食事のマナーに気を
　　　　　つけていますか？

いつも気をつけて
いる

気をつけているこ
とが多い

気をつけているこ
とが少ない

気をつけていない

問１３　　給食に、四街道でとれたものが使われているのを知っていますか？

問１１　　家族と協力して、食事の準備や後片付けをしていますか？

（買い物、料理、テーブルの準備、食器洗いなど）

いつもしている だいたいしている たまにしている していない

いつもしている していることが多い していることは少ない していない

問１０　　食べ物をいつも残さずに食べていますか？

いつも残さない 残すことが少ない 残すことが多い いつも残している

問８　　ふだん食べている食べ物の安全性について考えることはありますか？

いつも考えている 考えることが多い 考えることは少ない 考えたことはない

問９　　感謝の気持ちをこめて、いつも「いただきます」「ごちそうさま」のあい
　　　　さつをしていますか？

問７　　安全や衛生に気をつけて、自分だけで料理をつくることができますか？

安全や衛生に気を
つけて、いろいろ
な料理をつくるこ
とができる

安全や衛生に気をつけ
て、いくつか（２～３
品）の料理をつくるこ
とができる

安全や衛生に気をつけ
て、少し料理をつくる
ことができる（家の人
の助けが必要）

自分だけで料理をつくる
ことはできない
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６/１６(水) １１/１５(月)

１/１１(火)

４/１７(土) ９/３(金) ３/２(水)

１１/３０(火) １/３１(月)

１１/２７(土)

６/１２(土) １１/１３(土) １/１１(火)

１１/２７(土)

１/１１(火)

１１/２０(土)

２/２６(土)

１１/２２(月) １/１１(火)

５/１９(水) １/１１(火)

１/７(金)

１/１１(火)

１/１１(火)

１１/１５(月)

１２/２３(木)

　児童生徒への事前指導を行い、家庭と連携して計画的に「四街道市 弁当の日」を実施した。          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

また、各学年の発達段階に応じた内容にするとともに、家庭科の授業を十分に活用する等、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

調理についての知識や技能を授業の中で身につけられるように配慮を行った。

四街道西中学校

四街道北中学校

栗山小学校

和良比小学校

吉岡小学校

四街道中学校

千代田中学校

旭中学校

中央小学校

大日小学校

八木原小学校

四和小学校

山梨小学校

みそら小学校

令和３年度「弁当の日」実施日程
学校 実施日

四街道小学校

旭小学校

南小学校


