
協議事項10 

 

中学校給食の魅力化について 

中学給食の魅力化について、協議事項として以下のとおり提案する。 

令和２年８月３日提出 

神戸市教育委員会事務局  

事務局長  長谷川 達也 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



温かい給食モデル実施〔一部食缶方式〕 

結果報告（速報） 

１．実施概要 

 （従 来） 

・民間調理場で調理された給食について、国の衛生管理基準に基づき、主食（ご飯）

は 65度以上、副食（おかず）は 10度以下で各学校に配送して給食を提供

※事前に申し込んだ生徒が給食を喫食

（モデル実施）

・副食（おかず）のうちメインの主菜について、保温機能のある食缶（保温食缶）を活

用して温かいまま学校に配送し、教室でランチボックスに取り分けて給食を提供

※主食（ご飯）、主菜以外の副食（おかず）は通常どおりの提供

※生徒全員が給食を喫食

２．実施日程 

日  程 主菜の献立 須佐野 神陵台 西神 

７月 17日（金） 牛肉とじゃがいものみそ煮 ● 

７月 20日（月） 夏野菜のカレー煮込み ● 

７月 22日（水） 豚肉とじゃがいもの炒め煮 ● ● 

７月 27日（月） 豚肉とキャベツの中華炒め ● 

７月 30日（木） 牛肉と野菜のカレー炒め ● 

８月 31日（月） プルコギ ● ● ● 

３．当日のタイムスケジュール 

＜実施初日のスケジュール＞ 

※実施初日は準備（取り分け）に 15分程度所要、２回目は 10分程度に短縮

時　　間 学　　校 調理事業者
保温食缶の
主菜の温度

0:00頃～8:00頃 副食（副菜）の調理・盛付

9:30頃～ ランチボックスの配送開始

9:30頃～10:30頃 副食（主菜）の調理・盛付 約88℃

10:40頃～ 保温食缶の配送開始

11:30頃 保温食缶の配送終了

12:20頃～ 給食の準備開始 約68℃

12:25頃～ 配膳（取り分け）開始

12:40頃～ 配膳終了・喫食開始

12:55頃～ 喫食終了・後片付け

13:00 予鈴

13:05～ 授業開始

13:30頃 ランチボックス等の回収
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（１） （２） （３） （４） （５） 未回答 合計

194 271 226 101 20 3 815

23.8% 33.3% 27.7% 12.4% 2.5% 0.4% 100%

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） 未回答 合計

87 71 71 33 25 36 1 3 327

26.6% 21.7% 21.7% 10.1% 7.6% 11.0% 0.3% 0.9% 100%

（１） （２） （３） 未回答 合計

361 357 55 42 815

44.3% 43.8% 6.7% 5.2% 100%

（１） （２） （３） （４） （５） 未回答 合計

166 223 311 45 22 48 815

20.4% 27.4% 38.2% 5.5% 2.7% 5.9% 100%

生徒アンケート結果（速報） 

【対象】須佐野中学校（７/22）、神陵台中学校（７/17）、西神中学校（７/20）実施分 

回収枚数 815 枚（男子 423 枚、女子 392 枚） 

問１．今日の給食はどうでしたか？ 

(1) 満足 (2) やや満足 (3) やや不満 (4) 不満 (5) 食べていない

問２．問１で「(3)やや不満」又は「(4)不満」とお答えした主な理由は何ですか？ 

(1) 家庭弁当が食べたかった (2) 準備が面倒だった (3) おいしくなかった

(4) 好きなメニューではなかった (5) おかずが冷たい (6) 量が多い (7) 量が少ない

問３．食缶で提供した“おかず”の温かさはどうでしたか？ 

(1) 十分温かかった (2) まあまあ温かかった (3) 温かくなかった

問４．クラス全員で食べる給食について、どう思いますか？ 

(1) とても良い (2) 良い (3) どちらでもない (4) あまり良いとは思わない (5) 良くない

→ 問３へ → 問３へ → 問２へ → 問２へ → 問４へ
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（１） （２） （３） 未回答 合計

353 451 5 6 815

43.3% 55.3% 0.6% 0.7% 100%

（１） （２） （３） 未回答 合計

222 23 105 3 353

62.9% 6.5% 29.7% 0.8% 100%

（１） （２） （３） （４） 未回答 合計

61 180 198 7 10 456

13.4% 39.5% 43.4% 1.5% 2.2% 100%

（１） （２） （３） （４） 未回答 合計

58 4 145 18 3 228

25.4% 1.8% 63.6% 7.9% 1.3% 100%

問５．いつもの昼食は何ですか？ 

(1) 給食を利用 (2) 家庭弁当を持参 (3) その他（パン等）

＜いつも給食を食べている方＞ 
 

問６．いつもの給食と比べてどうでしたか？ 

(1) 今日の方がおいしい (2) いつもの方がおいしい (3) いつもと変わらない

問７．（２・３年生の方へ）去年と比べて今年の給食はどうですか？ 

(1) 今年の方がおいしい (2) 去年の方がおいしい (3) あまり変わらない

(4) 去年食べていないので分からない

＜いつも家庭弁当等を食べている方＞ 
 

問８．今日のような給食であれば、給食を食べたいと思いますか？ 

(1) 給食を食べたい (2) 給食を食べたくない (3) どちらとも言えない

(4) アレルギーがある（食べられない）

→ 問６へ → 問８へ → 問８へ

3



＜自由記入欄（主なもの）＞ 

〇給食の味・温度 

・温かくておいしかったです。

・とても温かくておいしかったです。ご飯もほかほかでした。

・温かかったのでいつもより早く食べれた。ずっと続いてほしいです。

・温かいほうが絶対に良いと思います。

・とても美味しかったです！

・可能なら毎日主菜を温かくしてほしいです。

・おかずは温かい方がおいしい感じがします！

・思ってたよりおいしくて給食もありだなと思った。

・私の好きなメニューではなかったけどすごく温かったのでおいしかったです。

・温かい給食、美味しかったです!給食が温かくなったら残食も減らせると思います。

・温かいおかずがとてもおいしかったです！また食べたいです。

・いつもよりおいしくて良かったです。

・とてもおいしかったです。メニューも良かったです。

・おかずがつめたいので、給食を食べるのをやめたけれど、今回温かいご飯を食べておいし

かったです。なので、あたたかいほうがいいです。

・温かくておいしかったので給食利用者が増える気がします。少し準備に時間がかかりまし

たが、いつもよりたくさん食べられました。とてもうれしかったです。

・もう少し温かくてもよいと思った。

・味付けが薄かった。おいしくない。

〇給食の準備・時間 

・とてもおいしかったが、準備と時間が厳しい。

・今回のような給食になるのならば、中学の昼食時間を長くすべき。

・おかずを入れるのに時間がかかった

・今日は準備が面倒で昼休みがなくなりました。ただ温かくておいしかったです！

・食缶のおかずを毎回用意するのは時間がかかったりして大変だと思います。

・昼休みがなくなるのは嫌。

・美味しいけど準備が面倒。

・ごはんの時間が短すぎる。

・このような形で続けるのあれば、給食の時間を増やしたほうが良いと思いました。

・もう少し準備が早く終わるようにした方がいいと思います。温かい給食ありがとう

ございました。

・温かくておいしかったのですが、少し準備が面倒だった。

〇その他 

・１，２年生の時から給食を利用していましたが、初めて完食できました。

・小学校みたいな給食がいいです。それなら食べたいです。

・好きなメニューではなかった。
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