
議題２  学校給食費の徴収状況について 

1）現年度分徴収状況 

年  度 調定額 収入済額 未納額 人数 徴収率 

平成２４年度 219,782,808 215,656,419 4,126,389 359 98.12% 

平成２３年度 255,263,229 252,831,213 2,432,016 122 99.00% 

平成２２年度 239,023,476 236,708,870 2,314,606 143 99.00% 

平成２１年度 238,960,531 236,241,279 2,719,252 61 98.86% 

★平成２４年度の未納額は、平成２５年１月末現在のもの。 

★長引く不況の影響を受けて、徴収率は横ばい若しくは下降傾向にある。 

 

2）過年度分徴収状況 

年 度 調定額 徴収額 不能欠損 未納額 徴収率 備 考 

２４年度 8,746,518 826,995 0 7,919,523 9.45%  

２３年度 7,530,491 1,191,089 24,900 6,314,502 15.8% 決算額 

２２年度 6,763,757 785,487 537,120 5,441,150 11.6% 決算額 

２１年度 5,090,740 767,080 266,255 4,057,405 15.07% 決算額 

 

★平成２３年度分 不能欠損の概要  

・対象年度 

 平成２１年度  １件  24,900円 分納誓約書あり 

合 計  １件    24,900円 

・対象者１件 

 

・これまでの給食費の不納欠損では、時効成立は２年としていたので、対象年

度は平成２１年度、対象者は３７人、金額は 709,935 円を対象とするところ

ですが、平成２４年５月８日付白監第 13 号通知により、「給食滞納者による

民法上時効の援用が必要であり、現不納欠損処理においてはそれがないまま

に不納欠損処理していたので改善するよう」監査委員から指摘があったため、

平成２１年度の給食費の不納欠損においては、中国へ転出し徴収が困難な者

１名について不納欠損を行った。 

・過年度分については、不況の影響や低所得者の増加に、また学校給食に対す

る意識の低下などから、未納の人数及び金額が年々増加している。 

 

 

 

 

 

 

 



議題３  学校給食費の徴収強化について 
 学校給食費は例年 99％程度の徴収率となっており、殆どの保護者が給食費を

納付しているが、一部の保護者にあっては長期に渡り給食費の納付がない状況

にあるため、以下により徴収強化に努めている。 

 

給食費の徴収の流れ(平成 23 年度実績) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《学校との連携》 

・ 毎月の未納状況を学校長に通知している。 

・ 未納のお知らせを毎月配布（子供を通して保護者に通知） 

・ 長期に渡る滞納者については、学校からもＰＴＡや三者面談、家庭訪問等の

際に、給食費の徴収についての働きかけをしていただいている。 

 

《要・準要保護》 

・ 生活に困窮(母子家庭等で経済的に困窮)している家庭にあっては、学校、福

祉担当部署、学校教育課と連携し、要・準要保護制度についての説明を行っ

ている。 

 

《文書・電話・訪問による催告》 

・ 過年度の未納者に対しては、催告書(年１回)、支払督促書(年１回)及び最終通

告書(年１回)の送付を行っており、電話催告及び訪問徴収も随時行っている。 

 

《子ども手当からの充当》 

・子ども手当支給世帯で、過年度分を 6 か月以上滞納したものを対象としてお

り、平成 23 年度から保護者の同意を得て、子ども手当から給食費の滞納分に充

当している。 

 Ｈ23 年度の徴収実績 

・34 名 15 世帯 対象金額 779,642 円で 7 件 109,270 円の納入があった。 

 

 

 

区 分 内   容 実施時期 特記事項 

現年度 給食費未納のお知らせ 年１０回 学校を通じ配布 

過年度 

催告書 ６月 郵送 

電話相談及び訪問徴収 随時実施  

支払督促 ８月 郵送 

最終通告書 ２月 配達記録郵便 

法的措置（支払督促の申出） ３月 ４件 



Ｈ24 年度分（児童家庭課と調整後） 

 対象：55 名 25 世帯  対象金額：2,285,595 円（H18～23 年度） 

※ 実際の対象者 

     48 名 18 世帯  金額：1,947,995 円（H18～23 年度） 

 

H24 年度の徴収実績 

・1 件 21,500 円の納入があった。 

  2 月 8 日に、1 件 15,650 円納入予定。 

【支払督促制度】 

長期に渡る滞納者で支払の意思をみせない者に対しては、滞納者(債務者)

の住所地の簡易裁判所に支払督促の申し出を実施している。（民事訴訟法） 

支払督促制度では裁判所の書記官から債務者に対し、支払督促が発布さ

れ、債務者からの異議申し立てがない場合は、給料等の強制執行(財産の差

し押え)が可能となる。（鎌ヶ谷市、山武市及び八街市で実施） 

支払督促の申出について 

※ 対象者は、各児童生徒の保護者となります。 

平成２０年度 ７件申出 

・一部納付があり分納誓約書の提出を受けたため７件とも取下げ 

平成２１年度 ４件申出 

・一部納付があり分納誓約書の提出を受けたため４件とも取下げ 

平成２２年度 ４件申出 

・7 月 1 日に完納され、2 件は生保世帯であることから、取り下げ、1 件は誓約

書のとおり納付の履行を求めた。 

 

 

 

 

区  分 内   容 

件  名 学校給食費請求事件 

申立場所 千葉地方裁判所佐倉支部佐倉簡易裁判所他 

※債務者の住所地の簡易裁判所 

申立対象者 

※給食費の滞納が１１ヶ月以上あり、文書催告、最後通知、

分納誓約書の提出及び電話・訪問徴収等に一切応じない者。 

※過年度分が対象となる。 

申出の件数  ・申出件数   4 件 （665,945 円） 

申出内容 
学校給食法第11条第２項及び白井市学校給食共同調理場

管理規則第８条第１項により学校給食費を請求する。 

申 出 日 平成２４年３月２７日 



 

 

 

平成２３年度 ４件申出 

【支払督促制度】平成２３年度実施分 

番号 対象者 滞納額 現在の状況 

1 
大小２年、

大中３年 
165,000 

支払督促 

再三にわたる督促にも応じず、Ｈ24年 1月 22日転出 

2 

大小２年、

1 年大中３

年 

248,400 
支払督促分納誓約書の提出あり。 

Ｈ24.8/30現在 10,200円納付済み 

3 

 

七中３年 86,060 

支払督促分納誓約書の提出あり。 

9/13納付書発送するも未だ納入なし。 

 

4 

一小６年 

白中３年 166,485 
H20年度支払督促 H21年度分納誓約書の提出あり。 

H24.8/2納付書発送するも未だ納入なし。 

計 665,945  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

議題４  共同調理場の移転建替について 
 

平成２４年２月６日の給食運営委員会において、移転・新築案を推薦頂きま

した。 

また、市役所の職員による庁内検討委員会を組織し、検討を行いました。 

庁内検討委員会の検討結果により、市の政策会議や教育委員会会議において

検討した結果、以下の理由から移転し新築との結論に至りました。 

 

【理由】 

１． 移転し新築する場合には、現存の調理場を使用し、これまで通り給食を供

給しながら新しい調理場に移行できるため。 

 

２． 現在の調理場の設備では、保健所等の指摘・指導事項の改善には限界があ

るため、学校給食衛生管理基準を満たす新しい施設とすることで、安全

上・衛生上の課題が解消される。 

 

３． 現用地での建替えについて、県の建築指導課に確認したところ、現在の用

途地域となる第２種住居地域においては、これ以上の規模のものが建設さ

れることは、当時と異なり現在は付近に住宅・アパートが隣接しているこ

となどにより、周辺に与える環境への影響などを考慮し好ましくないため、

許可されないとの回答でした。 

 

４． 現在の調理場は、平成 13 年の耐震診断の結果、構造耐震指標はＩｓ値が

0.57 であることから、地震の振動及び衝撃に対して崩壊し、又は崩壊する

危険性があると判断されています。 

 

 


