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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 

 


