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事業の概要及び事前評価に係る資料 
事 業 名 第二学校給食センター（仮称）整備事業 

所 在 地 米子市流通町 158番地 21、158番地 22 

１ 事業の概要 

（１）事業の目的・効

果 

 
【目 的】  
  中学校給食の平成２７年４月実施に向けて、米子市中学校給食事

業庁内検討委員会報告書に基づき策定した実施計画書により、小学

校の単独調理場を平成２７年３月末で廃止し、既存の給食センター

及び共同調理場から配送する小・中学校を再編した上で、対応でき

ない小・中学校に対して給食を提供するために、流通業務団地内に

5,000 食規模の給食センターを新たに建設するものである。 
 
【経 過】  
中学校給食については、平成６年３月に米子市立中学校給食検討委

員会報告において、給食の実施が提言されて以降、その実施方式及び

運営体制等について、幾多の研究、検討が重ねられてきた。 

この間、厳しい財政環境の中で、Ｏ－１５７対策のための給食調理場

の整備、小中学校の耐震化事業等に財源を優先配分してきたことから、

中学校給食の実現は、長年に亘っての懸案事項となっている。 

現在、本市の中学校給食は、日吉津村との組合立である箕蚊屋中学

校及び合併した旧淀江町の淀江中学校の２校において実施されている

が、旧米子市の中学校においては、依然として給食の実施には至って

おらず、その実現は生徒の保護者を中心に強く求められている。 

また、平成２１年の学校給食法の改正により、「学校給食を活用した食

に関する指導の実施」、「学校における食育の推進」が法律に規定され

たことを受けて、現在、多くの自治体で中学校給食の実施が促進されて

いる。 

このような状況を踏まえ、平成２３年４月に市長より中学校給食の実現

を目指すための本格的な検討の指示があり、教育長を委員長とし、教育

委員会及び市長部局の関係部署で構成する米子市中学校給食事業庁

内検討委員会が設置された。   

この検討委員会において、過去の検討及び研究報告の検証をはじ

め、現在の学校給食事業に係るコスト分析等、中学校給食実現のため

の方策について検討を行なった結果、新たな給食センターを整備し、共

同調理（センター）方式として中学校給食を実施することが、コスト的に最

も有利な実施方法であった。 
 
【効 果】  
新たな給食センターを整備し、中学校給食を実施することにより、栄養

バランスのとれた豊かな食事を児童生徒に提供することができ、児童生

徒の健康の保持増進、体位の向上を図ることができる。 

また、学校給食を生きた教材として活用することにより、児童生徒が食

事についての正しい理解を深め、健全な食生活を営む判断力を培い、

望ましい食習慣を養うことができるなど食育の推進を図ることができる。 
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（２）事業内容 

 
流通業務団地内に 5,000 食規模の給食センターを新たに建設し、

配送校の再編により既存調理場で対応できない小学校 5校・中学校

4校に給食を提供するものである。 
 
計画地   米子市流通町 158番地 21、158番地 22 

       （流通業務団地内） 

敷地面積  5,470㎡ 

用途地域  準工業地域   

形態規制  建ぺい率 : 60％、容積率 : 200％ 

建築面積  2,092㎡ 

延床面積  2,465㎡ 

建築構造  鉄骨造２階建 

配送校   福生東小、福生西小、福米東小、福米西小、 

       加茂小、東山中、福生中、福米中、加茂中 

 

施設整備の基本的な考え方 
 
① 衛生管理基準の遵守と安心・安全な学校給食の提供 

 
 ＨＡＣＣＰ（危害分析・重要管理点方式）の概念を取り入

れた「学校給食衛生管理基準」及び「大量調理施設衛生管理

マニュアル」等を遵守した安心・安全な学校給食の提供 
 

・ドライシステムの導入 
       床が常に乾いた状態で調理や洗浄作業を行なうドライシステムを

導入し、床面の水を介した細菌の増殖を防ぎ、食材への二次汚染を

防止する。 
 

・温度、湿度管理 
       調理場内での細菌の繁殖を抑え、衛生的な作業を行なうため、調理

場内を一定の温度（25℃以下）、湿度（80％以下）に保つように、

厨房機器・空調設備に配慮した施設整備を行なう。 
 

・作業区域の明確区分、交差汚染防止 
    汚染区域（検収室、下処理室など）と非汚染区域（調理室など）を

壁等で区画・区分することで作業動線を明確にする。 

     また、食材料等の受入、調理、配送などの調理工程における動線の

交差を防止し、徹底した衛生管理ができる施設とする。 
 

  ・食物アレルギー対応 
    食物アレルギー対応食調理が可能となるようなアレルギー専用調

理スペースを設置する。 
 

② 学びのための施設整備 
 

 食育の推進、環境教育に関する情報の発信が図れるような

施設整備 
 
 ・食育推進設備の整備 
    調理工程などがわかる見学通路やモニターを設け、児童生徒や市民

が、実際の調理業務を見学できるようにすることで、「食」の大切

さや安心・安全な学校給食を実感できる施設となるよう整備する。 

        給食試食会、親子調理教室等が実施できるよう食育スペース（調理

実習室、会議室）を整備する。 
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 ・環境教育設備の整備 
    太陽光発電システムを導入し、見学に訪れた児童生徒や市民が自然

エネルギーを身近に体験することでエネルギーへの関心を高めてい

くことができるなど環境問題の啓発を行なう施設とする。 

 

③ 効果的・効率的な施設整備 
 
省エネルギー、ＣＯ２削減等環境負荷を考慮した設備の導

入、ライフサイクルコストの縮減 
 
・環境負荷の低減 
   施設の建設から運営に至るまで省エネルギー、長寿命化など環境に

配慮した施設とする。 
 

   ・ライフサイクルコストの縮減 
      建築設備、機器等の採用には、施設の建設から運営に至る期間全般

を通じてライフサイクルコストの縮減に努める。 
 

   ・災害を考慮した施設整備 
    地震時において耐震性を考慮した施設計画とする。 

 

（３）事業計画期間

及び事業費 

 
【事業計画期間】 
 
  平成２４年度から平成２６年度（工事着工は平成２６年度予定）     

 平成２４年度  地質調査、基本設計 

    平成２５年度  実施設計、用地取得 

    平成２６年度  建設工事、厨房機器購入 

    平成２７年度  中学校給食実施 

 

【事業費】 
 
  1,807百万円      

〔内訳〕 

用地取得費            157百万円 

業務委託費（実施設計等）   51百万円 

建築主体工事費         620百万円  

設備工事費             608百万円 

厨房機器購入費        348百万円 

太陽光発電設置費        23百万円 
 
   〔財源内訳〕 

学校施設環境改善交付金  139百万円 

起債              1,566百万円 

一般財源             102百万円 

 

（４）事業根拠法令 根拠法令：学校給食法 

２ 事前評価に係る資料 
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（１）合目的性 

 
新たに給食センターを整備することにより、中学校給食未実施校へ給

食を提供することが可能となり、市内の全ての小中学生に学校給食を通

じた適切な栄養管理や望ましい食習慣の形成を図ることができる。 
 

（２）代替案の比較

検討 

 
米子市中学校給食事業庁内検討委員会で実現可能な中学校給食の

実施方法等を検討した結果、センター方式がコスト的に最も有利な方法

であった。 

センター建物は、コスト等を考慮し、シンプルでコンパクトな形成とし、ス

ムーズな給食動線等に配慮した配置計画としている。 

また、調理場における熱源については、トータルコスト、ＣＯ２排出量を

比較検討した熱源計画としている。 
 

（３）コスト縮減の取

組 

 
ライフサイクルコストの考え方を取り入れ、省エネルギー・建物の長寿命

化などを考慮した材料・工法等の採用など、維持管理費用の縮減に配慮

した設計としている。 

また、給食センターは大量の水及び熱エネルギーを使用する施設であ

るが、節水型等の設備機器を採用し、光熱水費の削減に努めることとして

いる。 

運営面でも調理業務及び配送業務を民間委託により実施することによ

り、経費の節減に努めるとともに適切な運営に努めることとする。 
 

（４）環境への影響・

配慮 

 
南側の勾配屋根に太陽光発電システムを設置し、太陽光エネルギーを

有効活用（全量売電）する。 

省エネ工法の採用や再生原料を用いた建築材料の使用などに努め

る。 
 

（５）現状との比較 

 
共同調理場の敷地面積 
 

調理場名 調理能力 建築面積 延床面積 敷地面積 

学校給食センター 5,000食 1,725.98㎡ 2,033.90㎡ 4,199.91㎡ 

弓ヶ浜共同調理場 2,000食 737.94㎡ 802.20㎡ 2,055.60㎡ 

尚徳共同調理場   2,500食 902.57㎡ 1,005.00㎡ 2,014.16㎡ 

淀江共同調理場 900食 808.26㎡ 773.53.㎡ 学校敷地 

（仮称）第二学校給

食センター 
5,000食 2,092.42㎡ 2,465.53㎡ 5,470.47㎡ 

 

既存共同調理場の施設整備費等 
 

調理場名 施設整備費 X 食数 Y X/Y 供用開始 

学校給食センター 969,837千円 5,000食 193,967円 H20.4 

弓ヶ浜共同調理場 407,914千円 2,000食 203,957円 H15.9 

尚徳共同調理場   492,547千円 2,500食 197,019円 H17.1 

淀江共同調理場 322,843千円 900食 358,714円 H14.4 

（仮称）第二学校給

食センター 
1,626,943千円 5,000食 325,388円 H27.4予定 
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給食配送体制・給食人員              

  平成 24年 5月 1日現在 

調理場名 給食人員 配送校 

学校給食センター 4,667人 

明道小、義方小、就将小、車尾小、 

福生東小、福生西小、福米東小、 

福米西小、住吉小 

弓ヶ浜共同調理場 1,333人 
河崎小、崎津小、大篠津小、和田小、 

弓ヶ浜小 

尚徳共同調理場   2,274人 
尚徳小、成実小、箕蚊屋小、伯仙小、 

箕蚊屋中、県立米子養護 

淀江共同調理場 752人 淀江小、淀江中 

啓成小（単独調理場） 311人 啓成小 

加茂小（単独調理場） 667人 加茂小 

彦名小（単独調理場） 264人 彦名小 

五千石小（単独調理場） 174人 五千石小 

計 10,442人 
小学校 23校、中学校 2校、 

養護学校 1校 
                   
 

 

配送校再編後（H27年度）の給食配送体制・給食人員見込み 
               

調理場名 給食人員 配送校 

学校給食センター  4,488人 

明道小、義方小、就将小、車尾小、 

住吉小、啓成小、彦名小、成実小、 

湊山中、後藤ヶ丘中、市立米子養護 

弓ヶ浜共同調理場 1,860人 
河崎小、崎津小、大篠津小、和田小、 

弓ヶ浜小、弓ヶ浜中、美保中 

尚徳共同調理場   2,501人 

尚徳小、箕蚊屋小、伯仙小、五千石

小、箕蚊屋中、尚徳中、県立米子養

護 

淀江共同調理場 778人 淀江小、淀江中 

（仮称）第二学校給食セ

ンター 
4,679人 

福生東小、福生西小、福米東小、福

米西小、加茂小、東山中、福生中、福

米中、加茂中 

計 14,306人 
小学校 23校、中学校 11校、 

養護学校 2校 
                   
 

 

（6）添付資料 

 

１ 第二学校給食センター（仮称）新築工事基本設計（概要版） 

２ 米子市中学校給食事業実施計画書 

３ 米子市中学校給食事業庁内検討委員会報告書 

  


