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会議名  中学校給食検討委員会 

開催日  平成２３年７月２７日（水）午後７時～ 

開催場所 市立エスポアール２階第一講義室 

出席者  岡澤委員長、川北委員、龍田委員、藤田委員、池嶋委員、松原委員 

 

○事務局 

  本日の検討委員会の事務局を務めさせていただきます、施設給食課長の宮永と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、まず本検討委員会への委嘱を御承諾いただきました皆様へ委嘱状の交付

を行わせていただきます。 

  それでは、委員の皆様方のお名前を順次お呼びいたしますので、御起立いただきま

して前へお進み願います。 

  委嘱状をお受け取りいただきましてから御同席へお戻り願います。 

  では、川北章史様。 

○事務局 

  委嘱状、川北章史様、寝屋川市中学校給食検討委員会委員を委嘱します。委嘱期間、

平成２３年７月２７日から平成２４年３月３１日。平成２３年７月２７日、寝屋川市

教育委員会。 

  御苦労をかけます。よろしくお願いいたします。 

○事務局 

  龍田寿子様。 

○事務局 

  委嘱状、龍田寿子様。以下同文。 

○事務局 

  藤田映子様。 

○事務局 

  委嘱状、藤田映子様。以下同文。 

○事務局 

  池嶋聖司様。 

○事務局 

  委嘱状、池嶋聖司様。以下同文。 

  御苦労をかけます。よろしくお願いします。 

○事務局 

  松原一矢様。 
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○事務局 

  委嘱状、松原一矢様。以下同文。 

  御苦労をかけます。よろしくお願いします。 

○事務局 

  岡澤潤次様。 

○事務局 

  委嘱状、岡澤潤次様。以下同文。 

  御苦労をおかけします。よろしくお願いします。 

○事務局 

  以上、委員６名の皆様の委嘱をさせていただきました。 

  それでは、ここで検討委員会の議論に先立ちまして、寝屋川市教育委員会教育長、

竹若教育長より一言御挨拶を申し上げます。 

○竹若教育長 

  改めまして、こんばんは。 

  教育長の竹若でございます。 

  第１回寝屋川市中学校給食検討委員会の開会にあたりまして、一言御挨拶申し上げ

ます。 

  皆様方には大変公務御多忙の折、また、昼間のお勤めにもかかわりませず、こうい

った時間帯にお集まりいただきまして、大変ありがとうございました。中学校給食検

討委員ということで無理をお願いしましたところ、皆さん方、本当に快諾をいただき

まして、大変心強い限りでございまして、また、関西外国語大学岡澤先生には、給食

にかかわって造詣の深いわけでございます。また、ほかの委員さんを見渡したところ、

本当に私の気持ちの中では、いい方に委員さんになっていただいたなという安心をし

ておるところでございまして、御無理を申し上げますが、どうぞよろしくお願い申し

上げる次第でございます。 

  御案内のとおり、本市におきまして、先の市長選挙にかかわりまして、市長の所信

表明にうたわれました中学校給食の導入をめざしまして、今回、検討委員会を立ち上

げ、給食のあり方や実施方式等、委員の皆様方に種々御議論いただくわけでございま

して、心身ともに成長期である中学生に栄養バランスのとれた学校給食を提供するこ

とは重要なことでございまして、また、学校給食を生きた教材として活用し、食育を

推進してまいりたいと考えているところでございます。 

  給食の導入の時期についてでございますが、平成２５年度早期、できるだけ早い機

会に、願わくならば２５年度の当初から実施をしてまいりたいというふうに心づもり

は持ってるところでございます。そうして考えますと、限られた時間、また、限られ

回数の中での委員会となりますので、皆様方には大変御苦労をおかけすることと存じ

ますが、一日も早い生徒の笑顔を見ていくことも我々の一つの夢でございまして、そ

のために御尽力いただきますけれども、ひとつ今のところを御理解いただきまして、
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委員会がスムーズに進行しますようによろしくお願い申し上げます。どうぞ委員の皆

様方に御健勝・御多幸・御活躍を御祈念申し上げまして、簡単でございますが開会に

あたりましての御挨拶とさせていただきます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 

  ありがとうございました。 

  ここで教育長におかれましては、公務多忙につき御退席させていただきます。委員

の皆さん方につきましては、御了承いただきたいと思います。 

○竹若教育長 

  では、よろしくお願いします。 

○事務局 

  それでは、本検討委員会、お手元に配付させていただいております寝屋川市学校給

食検討委員会設置要綱第５条第１項に基づきまして、岡澤潤次様に委員長を務めてい

ただくことになっております。 

  岡澤委員長、すいません、お手数ですが前のほうに席の移動をお願いいたします。 

  ありがとうございます。 

  委員の皆様におかれましては、本日が最初の顔合わせということでございます。簡

単で結構でございますので、お名前と自己紹介を委員長から順番にお願いできますで

しょうか。時計回りでお願いします。 

○岡澤委員長 

  改めまして、こんばんは。 

  ただいま重責を拝命いたしました岡澤でございます。関西外国語大学に勤めて８年

目になりますが、もともと府教委の上司の網倉のほうから誘いをいただきまして、定

年３年前に大学のほうに参りました。余りプライベートな話はいかがなものかと思う

んですが、私はご縁があって中学校の教師をスタートしたのが守口市でございます。

その後、ふるさと南河内のほうに参りまして、中学校の教師を１７年勤めておりまし

た。そこから教育事務所であったり府教委のほうに行って、最後、一時期大阪狭山と

いうところに何年か出向しておりました。そのときに中学校給食であったといういき

さつがございました。 

  あと、大阪府教育センターが一忚公のところでは最後で、今、関西外大、教職英語

教育センター、英語の教員を育てるという、そういう職務をしておりますが、おかげ

さまで余り言うと手前みそになりますが、私どもの卒業生がこちらのほうの中学校に

たくさんお世話になっていると思います。十分働いているかどうか、またいろいろと

お教えいただければありがたいと思います。どうぞ本席、本当に微力でございますが、

皆様の御協力を得まして進めてまいりたいと考えますが、またよろしくお願い申し上

げます。 

  ちょっと長くなりました。失礼いたしました。 
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○川北委員 

  寝屋川市立石津小学校校長の川北です。校長会で給食の関係の担当をしております。

そういうご縁がありまして、今回こちらに寄せていただいていると思います。 

  先ほど、教育長のほうからもありましたが、生徒一人一人の今後のよりよい成長と

いう視点で、よい方向で話が進みますように、意見等も出させていただけたらなと思

っております。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○藤田委員 

  こんばんは。隣にあります寝屋川市立成美小学校の校長の藤田と申します。どうぞ

よろしくお願いします。 

  私も校長会の給食委員会の担当をさせていただいていますので、検討委員をさせて

いただいたのではないかなと思います。 

  本校のほうは、小学校ですのでずっと給食を実施しております。栄養教諭を中心に

学校・家庭・地域が協働して食育に取り組んでおります。給食の恩恵をいっぱいいた

だいていまして、子どもたちがすくすくと育っていっていると思います。 

  どうぞよろしくお願いします。 

○松原委員 

  どうも皆さん、こんばんは。松原一矢と申します。 

  寝屋川市立校園ＰＴＡ協議会の副会長を務めて、小学校部会長のほうをやらせてい

ただいております。去年まで東小のＰＴＡ会長、また、一中のＰＴＡ会長とたくさん

子どもたちとかかわらせていただきまして、今年度、一中校区より校区の代表として

市Ｐのほうならせていただきました。 

  岡澤先生おっしゃっていたように、僕自身は、中学校給食を体験して育ってきまし

たので、家内ともども寝屋川で子どもを育てていく中で中学校に給食がなかったとい

うのは、ちょっとしたカルチャーショックを、今はもう３人の子どもを育てている中

でありましたんで、今回いろんな形で御協力できたらなと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

○池嶋委員 

  皆さん、こんばんは。寝屋川市立校園ＰＴＡ協議会の中学校部会長をさせていただ

いています池嶋聖司と申します。ひとつよろしくお願いいたします。 

  私自身は、今、松原さん言われたのと全く正反対で、私自身が和光小学校・五中の

卒業生なんですよね。それで、高校へ行って、皆さん中学校のとき給食やったと聞い

て、あれと思って。なぜ、寝屋川は給食ではなかったんかなと思ってたほうです。 

  思い返してみますと、その当時、うちは共稼ぎでしたんで、うちはおふくろが弁当

をつくるのをひいひい言ってやってた覚えがあります。時にはお金を渡されて、パン

でも何でも買いいや言うてやられたこともあります。それを思ったら、やっぱり給食

のほうが栄養的にバランスもすぐれているのかなと思います。 
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  保護者の代表として、できるだけ何かの形で協力できればと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○龍田委員 

  第六中学校の校長の龍田と申します。よろしくお願いします。 

  中学校の校長会の代表ということで、中学校長先生方の御意見を集約して、またこ

ちらのほうで意見を述べさせてもらうこともあるかと思いますので、よろしくお願い

します。 

  私もそうなんですけども、中学校の校長は、自分が教師として給食に携わったこと

ほとんどない先生方ばかりですので、またこの場でもいろいろな勉強もさせていただ

きたいと思っております。 

  よろしくお願いいたします。 

○事務局 

  委員の皆様、ありがとうございました。 

  岡澤委員長につきまして、補足で説明をさせていただきます。先生におかれまして

は、大阪府公立中学校スクールランチ等推進協議会、または河内長野市の学校におけ

る食育及び中学校給食調査検討委員会などの委員長を御歴任されております。よろし

くお願いいたします。 

  それでは、本日の委員会におきまして、今、御紹介いただいておりました６名、委

員全員の御出席となっておりますことを改めて御報告させていただきます。 

  それでは、次第に基づきまして、案件を進めさせていただきます。 

  ここからは岡澤委員長、委員会の進行をお願いいたします。 

○岡澤委員長 

  どうも失礼いたします。 

  バトンタッチいたしましたが、何せ本席、皆さんと初めてお会いする方々がほとん

どでございまして、大変失礼を、また御無礼なことを申し上げることもできるだけ差

し控えて、議事進行を進めてまいりたいと思いますが、力不足の点につきましては、

皆様のお力添えをお願い申し上げたいと思います。 

  いつもこういう席で、本日は午後７時から９時というふうに伺っておりますが、限

られた時間の中で有意義に進めてまいりたいと思います。 

  あと、事務連絡も含めましたら９時１０分ぐらい前をめどに、あくまでもめどに、

うまく進行すれば早く終わっても構わないというふうに思っていますので、どうぞ皆

様にはそういう目で、単に話についてはよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

  それでは、この夜分出にくいところを先ほどいろんな方々のお話もありましたが、

改めまして、まことにありがたいと思っております。本日の案件につきましては、皆

様のお手元に配付されております次第がございますが、そのとおりでございまして、

委員の皆様には積極的に発言をしていただき、御忌憚なくお願いを申し上げたいと思

います。 
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  それでは、案件の２番目に早速入ってまいりたいと思います。事務局のほうから御

説明のほどよろしくお願い申し上げます。 

○事務局 

  では、まず説明の前にお手元の配付資料につきまして確認をさせていただきたいと

思います。お手元の資料、表紙が第１回寝屋川市中学校給食検討委員会の次第がござ

います。１枚見ていただきますと、次のページが資料１、寝屋川市における中学校給

食導入について、裏表の印刷になっております。次に、資料２、給食の実施方式につ

いて、これが１枚物でございます。次に、資料３、Ａ３の山谷折になってございます。

寝屋川市中学校給食における各実施方式における比較検討表（メリット・デメリッ

ト）でございます。あと、別添参考資料といたしまして、本委員会の委員名簿及び、

先ほど申し上げました、寝屋川市中学校給食検討委員会設置要綱、これをお渡しして

おります。 

  もし、足りない資料等ございましたら、事務局までお申しつけいただきますようお

願いいたします。ございますでしょうか。 

  では、座りまして説明させていただきます。 

  まず、資料１、次第の２、中学校給食導入にかかる概要の説明をさせていただきま

す。 

  資料１、寝屋川市における中学校給食導入についてでございます。１番目、寝屋川

市における中学校給食導入の目的・趣旨でございます。先ほど教育長よりも挨拶があ

りましたとおりでございますが、中学校給食の導入につきましては、従来から保護者

からの要望も強く、成長盛りの中学生に給食を提供することは、生徒にとって大変重

要なことでございます。本市におきまして、小中一貫教育を進める中、栄養バランス

のとれた給食を安定して供給することにより、生徒の体力の向上を図り、学力の向上

につなげていきたいと考えてございます。 

  また、栄養バランスのとれた給食の提供のみではなく、学校給食を生きた教材とし

て活用した指導等、食育を推進していきたいと考えておるところでございます。 

  ２番目でございます。寝屋川市中学校給食検討委員会、本委員会についてでござい

ます。市立中学校における学校給食の実施にあたりまして、給食の方式、提供の方法、

その他中学校給食のあり方につきまして、意見・情報交換をしていただく場となって

ございます。 

  中学校給食を導入することによって、直接的に影響がある関係者や学識を有する者

が意見交換をする場でございます。その議論されます内容につきましては、大変重要

かつ必要なものと考えております。以後の実施につきまして、十分反映させてまいり

たいと考えてございますので、活発な意見交換をよろしくお願いいたします。 

  ３番目でございます。中学校給食導入にあたっての最終決定、決定の方法でござい

ます。本検討委員会における意見の内容を十分参考にいたしまして、各学校及び地域

の実情に忚じました最終的な本市教育委員会において給食の方式等のあり方を決定い
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たします。 

  これも教育長の挨拶にもありましたとおり、導入につきましては、平成２５年度早

期をめざしていきたいと考えております。 

  委員会のスケジュールについて、ここでちょっと補足説明をさせていただきます。

合計、今年度中に本委員会、今回を含めまして６回の開催を予定しております。平成

２５年度早期の中学校給食導入ということで、市の意見をまとめていく必要がござい

ますので、かなりスケジュールはタイトでございます。６回の限られた検討委員会の

中で、一忚事務局の提案といたしましては、前半部分におきまして実施方式の検討、

それに伴う課題等、主にハード面、こちらを御議論いただきたいと思います。 

  後半におきましては、前半の議論を踏まえ、食育の推進、食の指導など、実施に向

けたソフト面の議論を進めていただければと考えております。 

  よろしくお願いいたします。 

  資料１を見ていただきまして、裏面でございます。参考としまして、給食に係る基

本方針、こちらを事務局で一忚案件といたしましておつくりしたものを載せさせてい

ただいております。 

  ①安全・安心な学校給食の実施。衛生管理の徹底、アレルギー対忚、地産地消の推

進。 

  ②食育の推進。施設見学、調理体験等の充実、地産地消の推進。 

  ③環境に配慮した給食の実施。食物残渣等リサイクルの推進。 

  ④経済性の重視。上記①から③の基本方針に重点を置くとともに、給食の方式につ

いては、本市の厳しい財政状況を踏まえ、より効果的な方法、より効率的な運営等、

維持管理の徹底を図る。 

  以上、甚だ簡単でございますが、資料１関係の説明にさせていただきます。 

○岡澤委員長 

  どうもありがとうございました。 

  ただいまの説明に対しまして、委員の皆様から何か御質問はありますでしょうか。 

  どうぞ、今お考えのところを存分にお出しいただければ幸いかと思います。 

  よろしいですか。 

  池嶋委員、お願いいたします。 

  池嶋委員、どうぞ。 

○池嶋委員 

  いえいえ。 

○岡澤委員長 

  そうなんですか。目が合ったなと思いまして、すいません。 

○池嶋委員 

  趣旨については、これでいいんじゃないでしょうか。 

○岡澤委員長 
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  大変僭越なことを申し上げてどうかと思うんですが、寝屋川なりの子どもにとって

本当にいい給食、だれがどう言うからという問題ではなくて、本当に子どもの奥深い

ところの成長に、将来に向けてどうするのかという、こういう視点を改めて僭越なこ

とを申し上げておりますが、そういう視点を踏まえてお願いをしたいと思っておりま

す。 

  初めてですので、私もやや緊張ぎみでおります。皆さんも何からどう物申していい

のかということでありますが、もし進行上進めてまいりますけれども、振り返ってこ

こを言い忘れてたというふうなこともありますれば、また追ってお受けいたしますの

で。 

  そしたら、最初の導入にあたっての概要説明を事務局のほうからしていただきまし

たが、これはこれでいったん繰り出していただいてよろしいでしょうか。 

  そしたら、続きまして案件３でございますが、給食実施にあたりまして、実施方式

についてです。 

  それでは、事務局より御説明をお願い申し上げます。 

○事務局 

  では、案件３、給食実施方式。お手元の資料２を説明させていただきます。資料２

及び３でございます。資料２をお開きいただきます。 

  給食の実施方式について。１、検討実施方式。寝屋川市中学校検討委員会、本委員

会におきましては、給食の実施方式について、下記の四つの方式での検討としたいと

思っております。 

  ①自校方式、②親子方式、③給食センター方式、④デリバリー方式、以上の四つの

方式でございます。 

  大きく、①と②は、単独調理場の方式とお考えいただきたいと思います。③は共同

調理場、④のデリバリーにつきましては、民間調理場の方式と括弧書きで書かせてい

ただいております。それぞれの四つの方式につきまして、簡単に御説明いたします。 

  ２番、各実施方式の概要でございます。①自校調理方式。新たに各中学校に給食調

理場を整備し、自校の給食調理場で調理した給食を配膳する方式でございます。②親

子調理方式。調理能力の余力がある既存の市内小学校の給食調理場を整備し、調理し

た給食を近隣の中学校に配送する方式でございます。③給食センター方式。これは、

新たに給食センターを市が整備し、センターで調理した給食を各中学校に配送する方

式でございます。④でございます。デリバリー方式。民間業者が自社の調理場、民間

調理場で調理した給食を各中学校に配送する方式でございます。 

  簡単な四つの方式の説明につきましては、以上でございます。 

  引き続き、資料３、Ａ３の大きな１枚物をお開き願います。今御説明しました四つ

の方式それぞれにおきまして、メリット・デメリット、及びコスト面という見出しが

書いてございます。それぞれかいつまんで御説明させていただきます。 

  まず、自校調理方式でございます。これのメリット、これにつきましては、①栄養
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バランスのよい食事の提供が可能となってございます。２番目、弁当をつくる負担、

これが軽減されるものでございます。３番目、国及び府の補助対象でございます。４

番、温かい、冷たい等の食事の提供が可能でございます。５番、学校給食法で求める

効果的な方式でございます。６番、配送に手間がかかりません。７番目、調理から喫

食までの時間が短い。６とリンクしております。８番目、衛生管理が行いやすい。９

番目、アレルギー対忚等に最もきめ細かく対忚が可能でございます。 

  逆に自校調理方式のデメリットを申し上げます。給食時間取得のための授業時間の

見直し、カリキュラムの変更でございます。これが必要となる可能性があるのではな

いかということです。２番目、施設の老朽化や衛生管理基準に沿った設備改修が必要

となってございます。３番、施設・設備投資、これが必要でございます。４番、各学

校で給食調理室を整備する場所の確保、後ほど説明もさせていただきますが、困難か

と考えてございます。５番目、敷地内に整備すると、教育活動に支障が生じる可能性

がございます。６番目、全校の調理場の整備期間、これが１２校でございます。かな

りの期間が必要となる可能性がございます。７番目、各学校で給食調理室の管理・運

営が必要となる。これは、先ほどの１２校、それぞれについて管理・運営、これが必

要となるという趣旨でございます。 

  コスト面にいきます。コスト面につきましては、トータル評価のところをご覧いた

だきます。各中学校に新たな給食調理場を整備することになり、それぞれに施設整備

費が見込まれます。運用も各校に設備投資、人員の配置が必要となるため、長期間に

わたりましてコストは高くなるものと考えてございます。 

  以上が１番目、自校調理方式でございます。 

  続きまして２番目、親子調理方式。１番目から４番目につきましては、自校調理方

式と同じメリットがございます。５番目、衛生管理が行いやすい。６番目、アレルギ

ー対忚等にもきめ細かく対忚が可能でございます。ほぼ自校調理方式と同じメリット

がございます。 

  逆にデメリットでございます。１番目、２番目につきましては、自校調理方式と同

じく、デメリットがあろうかと考えております。３番目、小学校の給食調理場の整備

場所の確保が必要です。４番目、受け入れ側の中学校に配膳室の整備が必要でござい

ます。５番目、敷地内に建設いたしますと、教育活動に支障が生じる可能性がござい

ます。６番目、全校の調理場の整備期間が必要でございます。７番目、各学校で給食

調理室の管理・運営がこれも必要となってまいります。 

  次にコスト面でございます。トータルで見ますと、すべての学校において改修で対

忚が可能と仮定すれば、イニシャルコストは新施設の建設よりも安価な費用で抑えら

れ、ランニングコストも低くなると考えられますが、本市におきましては、すべての

小学校において新築に近い改修、これが必要となってまいります。これは、学校給食

法の安全衛生基準等に基づきまして、現行よりもかなりのスペースが必要になってく

るということを示してございます。 
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  続いていきます。３番目、給食センター方式でございます。同じく①から④につき

ましては、１番、２番の方式と同じでございます。５番目、大量調理のための作業効

率、これがよいものと考えます。６番目、大規模調理場ならではの衛生管理の徹底、

これが行えるのではないかと思われます。７番目、運営費・委託費の軽減、これが図

られるのではないかと。８番目、アレルギー対忚にも対忚が可能であると。９番目、

今後、老朽化による整備を迎える小学校において、整備期間中の給食調理場の給食を

一時的にカバーする、こういうことも食数において可能ではないかということでござ

います。 

  センター方式のデメリットでございます。①は、１番、２番の方式と同じでござい

ます。２番目、受け入れ側の中学校に配膳室の整備が、これも２番の親子調理と同じ

く必要になってまいります。３番目、まとまった用地の確保、これが必要となってご

ざいます。一忚、本市におきましては、食数的には６，９００食、これは生徒数及び

教職員を考えますと６，９００は最低必要となってございます。 

  なおかつ、先ほど申しましたメリットのところにございます小学校、これの給食を

もしカバーするとなりますと、それをプラスアルファする必要がございます。給食セ

ンターの食数、これに対忚できる食数で考えますと、８，０００食ぐらいの規模の給

食センター、これが必要となってこようかと考えてございます。 

  それにつきましては、３番のまとまった用地の確保というところで示させていただ

いております。 

  次に、給食センター方式のコスト面。トータル的には、新たな施設の建設に施設整

備費が見込まれるということでございます。 

  ４番目、デリバリー方式に移らさせていただきます。 

  メリット、１番、２番は、給食センター方式等々と同じでございます。配膳室につ

いては、府補助対象でございます。デリバリー方式、先ほど御説明しましたとおり、

民間調理場でございますので、調理場にかかわります初期投資は必要ではございませ

ん。ただし、配膳室、受手側の中学校につきましては、府の補助の対象となってござ

います。４番目、短期間での導入が可能。これは、建設、初期投資がありませんので、

民間の設備投資が必要となりますけども、市としましてはかなり短期間で可能かと考

えております。５番目、初期投資の軽減、同じ内容でございます。６番目、運用によ

り給食費の未納が発生しにくい方式。給食費の問題等もまた御議論いただくことにな

ろうかと思いますが、システムを導入するなり、いろいろな方法をとりまして。これ

は、ほかの方式につきましても同じことが言えるのですが、一番の民間の活力を利用

しやすいというところで、未納が一番発生しにくいのではないかと考えてございます。

７番目、行政側の負担の軽減。これはあえて書かせていただきましたけども、ほぼ民

間調理ということで、それらにかかわります負担を軽減できようかと思います。ただ

し、寝屋川市の給食というものを衛生面すべて含めまして管理していく、これが必要

になってございます。８番目、アレルギー対忚等にも対忚が可能でございます。 
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  次にデメリットのほうでございます。給食が基本的に冷たい。お弁当、メニューに

よっては温かい食事の提供、これは器等の関連もございますが、可能だというふうに

聞いてはおります。あと、異物の混入、喫食率などが問題としてよく取り上げられる

ことが多いと聞いております。２番目、業者選定と衛生管理の指導の徹底が必要。こ

れは、先ほど行政側負担メリットと裏返しなんですけども、御説明させていただいた

とおりでございます。３番目、確実に安全・安心な給食の提供を可能とする仕組みの

構築が必要。これも２番目とリンクするものですが、民間業者ですので、そこにいか

に、市の栄養士が、安全・安心のルールを取り込んでいくかということが必要になっ

てございます。 

  続きまして、デリバリー方式、これのコスト面のトータル的なところでございます。

イニシャルコストがほかの３方式に比べましてほとんどかかりません。コスト面から

導入は比較的容易でございます。ただし、長期継続契約、ずっと契約をする必要がご

ざいます。毎年の委託料等必要経費を考慮する必要がある。といいますのは、初期経

費はかかりませんが、年間の経費、トータル的に長年給食を続けていくわけですから、

最終的にどこかで追いつくところがあるのかなということで書かせていただいており

ます。 

  以上、簡単に説明させていただきました。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございました。 

  一気に四つの方式を御説明いただきましたですが、大変頭の中で若干一遍に理解し

かねる部分もあろうかと思いますし、既に小学校のほうでは自校方式をやっていると

いうことでは、これは理解いただきやすいのではないかなと思います。親子調理方式

であるとか、給食センター方式であるとか、デリバリー方式であるとか、大きく分け

て基本的にはこの四つなんだろうと思います。 

  全国でもいろんな市の財布にあわせて、あるいは地域の状況にあわせて、その中で

最高のものをチョイスをしながら、それぞれの地域でそれぞれの。お手本は、だから

いずれもあろうかと思うんですが、そういう面では全く理想だけではなくて、やっぱ

り現実に足を踏まえて御議論をいただければどうかと思います。 

  では、ただいまの説明によりまして、四つの実施方式につきまして意見交換を行い

たいと存じます。 

  では、どなたからでも結構ですので、時間的には約６０分はたっぷりありますので、

どうぞ存分にお願いをいたします。 

  言い尽くせるように、聞き尽くせるように、全部わからないところは事務局のほう

に振りますので、事務局のほうよろしくお願いいたします。 

  どうぞ。 

○池嶋委員 

  事務局じゃないとわからないと思うんですけど、ここに親子調理方式書かれていま
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すよね。小学校、ここでは本市で実施する場合、ほとんどの小学校で新築に近い整備

が必要でありということを書いてありますけど、もともとは小学校自身が今、全盛期

よりも半分ぐらいしか生徒がおらないと思うんですよね、どこの小学校も。それで、

もともと持ってたキャパシティがあるんやから、そこまで新築に近いようなコストが

かかるのかなというところが一つ、ちょっと疑問に思ったんですけど。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。 

  小学校、尐子化ということもありましょうし、そういう面では小学校のキャパシテ

ィに余裕があるのではないかなということの質問ですね。 

  どうぞ。 

○事務局 

  今の質問にお答えをさせていただきます。確かに、おっしゃるとおり尐子化は進ん

でおりまして、生徒数かなり下がってございます。ただし、小学校の調理場をつくり

ましたのはかなり前でございます。最近というか一時前でございますけども、平成８

年ごろにＯ－１５７発生いたしまして、学校給食施設についても衛生管理基準の強化

が図られるということでございます。 

  内容といたしましては、汚染区域、非汚染区域等、部屋単位での作業、区分、専用

食品の保管庫でございますとか、ドライシステムの運用、こういったものが入ってご

ざいます。先ほど申しましたように、当時はそういったものがございませんでして、

それに合致させるスペースとなりますと、現行の調理場では足らないというとこでご

ざいます。 

  つきましては、仮に１小学校で１中学校の食数をカバーしようと思いますと、あく

まで参考ですが、面積といたしましては、５００㎡から６００㎡、これが必要となっ

てございます。 

  イメージとしましては、５００㎡で考えますと、２５ｍプールが２面ぐらいは要る

のかなと思います。今の小学校にあります調理場、これを一定増築するという方法も

ございますが、増築となりますと、既存の建物のほうに現行法がかかってまいります。

消防法でございますとか、いろんな面で制約されます。 

  したがいまして、恐らくグラウンドに新設をするという形がベストな選択になって

こようかと思っていますが、先ほど申しましたようにかなりの㎡数が必要となってご

ざいます。なので、現実的にちょっと無理ではございませんが、非常に難しい状態に

はあるのではないのかなということで書かせていただいているところでございます。 

○岡澤委員長 

  よろしゅうございますか。 

  どうぞつけ加えて。 

○池嶋委員 

  今ね、１小で１中学とおっしゃいましたけど、今、寝屋川市は２小で１中学の単位
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ですよね。２小で１中学校を見るという考え方はなかったんでしょうか。 

○事務局 

  同じ条件でございまして、確かにおっしゃるとおり、中学校は１２校、小学校は２

４校、いわゆる倍の小学校がございます。倍の所で行っているから、では半分で済む

のではないかという御指摘かと思われます。 

  中学校につきましては、大体一中で５４８名、二中で６７６人、５００人、６００

人規模でございます。小学校でその半分、２５０ですとか３００人分を尐々ふやすと。

先ほど申しましたいろいろな法律の縛りがございますので、５００㎡よりは下がるか

とは思いますが、今の小学校の調理場ではカバーできないというのにつきましては、

同じでございます。 

○岡澤委員長 

  よろしいですか。わからないところはとことんおっしゃってください。 

  学校によっても敷地の利用とか規模等、あるいは児童数・生徒数の違いがあります

ので、一概には言いにくい面、事足りるところもあろうかと思いますし、しかし市全

体からしたらどうなんだろうかという発想も必要なんではないかなと思っています。 

  しかし、いろんな面で皆さんのアイデアをここでお出しいただきながら、よりよき

方向といいますか、一忚ゴールについては、先ほど教育長の話がありましたから、い

つごろからスタートしたいという提案でございますので、それに向けて私どもは、た

くさんいいアイデアを考えながら着地点を見つけていきたいと思っておりますが。 

  学校数が２４小学校、１２、ちょうどうまい具合になって。これは、何年か前に何

かそういう校区編成も含めて。 

○事務局 

  統廃合。 

○岡澤委員長 

  統廃合ということですね。 

  そういう状況下にあると。 

  はい、お願いいたします。 

○松原委員 

  今の池嶋さんの意見も僕もちょっと当たってたんですけど、確かに寝屋川市という

のは南北に長くて、大きな道路が真ん中を貫いていたり、また、新しい第二京阪が横

断してたりという形になっているんで、今言われたように、１中学と２小学校という

ような区割りを、またその地域的な部分で包括的に四つの小学校に二つの中学校とか

三つというような、その小学校別でスペースなり、そういう部分があるところをチョ

イスしながらというようなことは、選択の中ではあるんでしょうかというような考え

はどうでしょうかね。 

○事務局 

  同じ余力の部分のお話になろうかと思いますが、同じような説明になってしまうの
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ですが、衛生管理基準のからみで、今の小学校につきましては、全くと言っていいほ

ど余力が実はございません。にもかかわらず、区域割でたとえ１００食、５０食であ

ろうと増えますということにつきましては、恐らく今の状態では、現状では難しいと

いうところでございます。 

  あと、すいません、補足でちょっと説明をさせていただきます。今の部分に加えま

して、仮にグラウンドに５００㎡なりつくりますよと、つくる余裕がありますよとい

うところもあろうかと思いますが、小学校のグラウンドにつきましては、校庭貯留槽、

中学校もですけども、一部設置、もしくは今後予定されております。校庭貯留槽、学

校の先生は当然御存じかと思います。３０ｃｍ、５０ｃｍの中に浸透管を入れまして、

グラウンドの排水を高めるというところでございますが、それにつきましては、補助

金事業でございまして、今までグラウンドをほぼ全域に中心、ぐるり周りは入ってな

いところがあるんですけども、ほぼその数が入ってございます。なので、技術的に今

の調理場の増設も難しければ、グラウンドに建てるということも難しいのかなと考え

てはおります。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。 

  既にこういうことで、行政としてその方針を固めたということは、それなりに事前

のお調べをなさっているとは思いますが、ただ、あかんとかええとかということでな

く、やっぱりこちらのアイデアがあったときには、ある意味、透明性といいますか、

そうやなと納得いくというふうなこともやっぱりお考えいただきたいと思いますので、

そういう面では皆さん御理解いただけると思いますが、ついては大変僭越ですが、一

にともかく優しくお願いをしたいと思って言うておきます。 

  どうぞお願いいたします。 

○川北委員 

  それでは、最初資料１のほうで目的・趣旨というところ、尐し資料をずっと読んで

いたんですけども、ここと絡めて尐し話をさせていただきたいなと思います。 

  ちょっと事務局のほうで先ほど御提案がありましたけど、ハード面を最初論議し、

そしてソフト面というふうにおっしゃっていただいたんですけども、私のほうはどち

らかというと、ソフト面も絡めてハード面も考えていかないといけないんではないか

なという観点を持っております。 

  例えば、先ほど御提案いただきました最初の目的・趣旨、非常に大きい意味で書か

れている要素もあろうかとな思うんですけれども、成長盛りの中学生に給食を提供と、

こう書かれております。これの裏にあるのは、カロリーであるとかバランスであると

かということなのかなと思います。カロリーをクリアすればよい、そして一定の量が

あればいいというふうな考え方で進めていこうという観点もあろうかと思います。 

  ただ、小学校の経験からいくと、それにプラスした食への楽しみであるとか喜びで

あるとかというのも成長段階においては非常に重要な観点で進めている経過がありま
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す。そうすると、ここに載っております小中一貫教育を進めるとある中で、考えたら

小から中のなだらかな流れとなれば、おのずと形があるものが出てくるんではないか

なと思うんですね。 

  ただし、それをクリアするにはハードルが高いとかいうことで、徐々にこれがいい

んだけどこちらのほう、これもいいんだけど、これよりもこちらというふうに、ずっ

と決定事項が変化していくというふうな決定の方法がいいのかね。そうか、中学給食

というものは、小学校給食とある意味立ち位置が違って、こういうところに割り切っ

ていこうじゃないか。 

  例えば、小学校でしたら、給食時間という設定があります。かなり時間をとって運

営をしております。しかし、中学生においてそういうふうな時間が必要なのか。もっ

と違う形のほうがいいのではないか。もっと違う活動をする時間を確保するほうがい

いんではないかというような論議があった場合に、給食時間というものの設定が変わ

る。変われば、おのずと方式が変わると、そんなことも考えられてくるんではないか

なと思うんですね。 

  ですから、６回、７回させていただく中で、小学校給食と中学校給食がどういう立

ち位置で見ていったらいいのか。同じ流れの中なのか、中学給食という一つの新たに

今回出てきた視点を我々がそういう視点に立って見直すと。小学校はこうだけどとい

うふうに比較論ではなくて、中学の給食はこういうものでいこうじゃないかというふ

うなことでありますね。 

  そうすると、今から１から４あります方式の中でランクをつけていったり、デメリ

ット・メリットありましたけども、ここに着目して、そして与えられる子どもたち、

生徒たちが受け取る給食というのは、こういうプラス面が大いに発揮できる。また、

逆に言えば、そのために中身ももっとこういうふうにしようじゃないかとか、もっと

こういう突っ込んだものにしようというふうな、内容の充実のほうにシフトして、そ

したらこの方式でも可能ではないかというふうな考え方もあるのではないかなと思い

ました。 

  ですから、小学校のほうに長くおりますので、小学校の目線で今話をついしていき

がちなんですけども、新たなスタートする中学校給食、寝屋川の中学校給食というも

のが、やっぱり他市や他地方のものでなくて、独自のやっぱり視点を持った、これか

らのモデルになるというんですか、それまでいかなくても、熟考された内容であると

いうものができたらありがたいかなと思っております。 

○岡澤委員長 

  貴重な御意見を賜っております。 

  事務局のほうからの当初の提案では、まずハード、そして後半にはソフトという流

れの御提示をいただいておったんですが、いずれにせよハードの話をする上で、それ

だけ別物ではなくて、やっぱり踏まえるところについてはソフト面というか、小中一

貫という教育を実現するということからすると、やっぱり切り離しては考えられない
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部分があろうかと思います。そういう面では、どうぞリンクしながら、それを踏まえ

て、双方向に持っていきながら、よりよき方法・方向性を見つけていければと私も思

いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

  小学校に長く御経験されたお知恵というのは、これは尊いかと思います。そういう

面でいろいろと、それはそれで中学校独自の発達段階もあろうし、単にカリキュラム

も違ってきます。また、上手に時間を使うということもあるでしょうし、慣れてなか

ったら当分の間は大変いろんなことで課題といいますか、慣れてないがゆえの問題点

もあろうかと思いますし、そういうことを踏まえながら、皆さんどうぞ建設的な御意

見を賜りたいと思っております。 

  どうぞ忌憚なく、何でも言うてと言いながら、また一方で枠をはめながらといいま

すか、そういうふうにしていかないと、とめどもなく広がっていっても収拾つかなく

なりますし、ある意味、本当に皆さんいろいろと御見識の深い方でございますので、

どうぞこれはいかん、なるほどという形で進めていきたいと思います。 

  御発言をお待ちしております。 

  お願いします。 

○池嶋委員 

  一つ、今日この場に来る前に私どものほう和光小学校のほうなんですけど、校区福

祉委員会の委員長とちょっと話をしておりまして、「池嶋な～」と。お金云々かかる

のは当然わかっておると。ただ、中学校も小学校もいろんな災害が起きたときに避難

場所になるんやでと。そのときに、今回の大震災で向こうは全部流れちゃったという

話なんで、ちょっと比較にならないんかもわからないんですけど、食を確保できる場

所というのは必要なんではないのかということで、各中学校に新たに建設する自校調

理方式というのが、これは場所の問題もいろいろあるんでしょうけど、コストの面も

当然あるんでしょうけど、ちらっと聞いた話では、１校につき２億２，０００万円か

何かかかるというようなことも聞いてますんで、その辺の財布ぐあいもあるでしょう

けど、一番コストを省けばすっきりするのは、各中学校に新しく調理場をつくって、

学校でやるというのが一番すっきりするんではないかなと私は思うんですけど。 

○岡澤委員長 

  各中学校に調理場といいますか、給食棟をつくるのが、大震災を言うまでもなく、

そういう面では食の確保ということが、将来何が起こるかわからないので、そういう

ことも踏まえて、理想形としては各中学校に調理場を設けるのがいいのか。 

  ちょっと私、かいつまんで、途中でまとめてはいけないんですが、純粋な気持ちを

伝える意味では余りまとめないで、直球でまたいろいろと議論をしていったほうがい

いのかな。途中で矛盾感じながら。 

  だから、余り私のほうでまとめてくるとしないで、率直な意見を。そうやな、そう

やなと思いながらしていきたいと思いますので、必要なときに最小限の必要なことを

申し上げるということでお願いします。 
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  いかがでしょうか。 

  議論の場ですから、どうぞ、だんだんこの中で、意見がまとまっていくということ

が理想でございますので、よろしくお願いします。 

  どうぞお願いいたします。 

○龍田委員 

  中学校の立場からすると、今現在、中学校の教師をしている者で給食というのに携

わったことのある先生というのは、本当に学校で１人、２人いらっしゃるかどうか。

以前に小学校で勤めてたからとか、また、給食のある市から来たからということで、

ほんのわずかなんです。 

  だから、私たちにとって給食というのは、ハード面でもソフト面でもすべてにおい

て心配事ばかりです。ハード面、ソフト面をいろいろ考えていき、また、その後どの

ような形で学校の中で実施をしていくかというのも考えないといけないですし、今の

段階から食育とあわせて給食担当の先生を何とか学校の職員の中で出していかないと

いけないんではないかと、考えれば考えるほど心配事だらけです。 

  その中で、小学校の先生に給食についてお聞きしたことがあるんですけども、自校

で調理しているメリットというのは、すごく大きいということを聞いております。食

事というのは、ただ物を与えられるだけではなくて、食事をつくってくださっている

人の顔を思い浮かべる。また、食事をつくってくださっている調理員さんは、あの子

がアレルギーがあるから、あの子にとってはこれは、今回の給食はこういうふうにし

てアレルギーのないものにしようと考えながらしていただいている。そういうつなが

りというのはすごく大事だと思っているんです。 

  また、先ほどどこかで給食の残滓についてありましたけども、子どもたちにとって

も、この給食は調理員さんが僕たちのために心を込めてつくってくれているというこ

とがあれば、残す率も尐なくなってくると思うんです。物を与えるとか食事を与える

だけというんじゃなくて、そういう内面にかかわることも考えていただければなと思

っております。 

  まとまりのない勝手な意見を申し上げましたけども、よろしくお願いします。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。 

  単にえさというものであると。本当に人間とって必要なえさがいかにあるべきやと

いうことで、顔が見えるということをすれば、心にも響いていく。残滓の問題も出て

きましたが、そういう課題もあろうかと思いますので、皆さん本当にすばらしい、い

ろいろと考える材料を提供していただいておりますので、どうぞお願いいたします。 

○藤田委員 

  皆さんおっしゃったので、まとまりませんけれども、ずっと小学校で自校直営方式

で給食をやってきて、川北委員もおっしゃったように、私もソフト面から、なぜこの

方式がいいのかということにいけたらいいなと、私は思っております。 
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  小学校の場合、今、龍田委員がおっしゃったように、人の顔が見える給食。本校な

らば、給食で子どもを育てる、食で子どもを育てる。そして、子ども同士、大人同士

がつながっていくということを、学校経営の一つとして考えてやっていっております

ので、食は生きた教材だなと思っております。 

  毎日のことですので、算数や国語も大事なんですけれども、人を育てるという中で

給食を楽しみに来る子どもも、何人もいますし、命にかかわることなんですね、給食

はね。だから、大人同士も顔が見えないといけないし、それによって、その子がどん

なふうな成長をしていっているのかということを常に意識しながら食を与えていかな

いといけない。食べない子がいたら、何でだろうということも考えるし、すごく食べ

る子がいてたら、じゃあ何でだろうというのを考えないといけない。残滓が多いクラ

ス、また、完食するクラス、それもやっぱり考える材料になるので、一番最初の目的

に書いてあったように、生きた教材なんですね。一番神経を張りめぐらさないといけ

ないところだなと思っています。 

  最近ずっと言っているんですけれども、若い先生がどんどん増えていますので、給

食の配膳方法で、指導に戸惑ってしまう先生もたくさんいらっしゃるんですね。崩壊

していくんです、学級が。だから、本当に学級崩壊は給食からと言っているんですけ

ども、つまり、学級の経営は給食からなんですね。だから、そこできちんとシステム

化してやっていくことによって、他の教科の授業もうまくやっていけるというように、

長年やってきて思っています。 

  本校では、栄養教諭が中心となって、４月にマニュアルをつくって、きちんと給食

の仕方を先生たちに統一した状態でやっていくことで、子どもたちが安心・安全な給

食がいただけるということ、それが他の教科とか他の教育活動に結びついていくとい

うことを実感しています。 

  だから、ソフト面から入っていく。今の中学生にとって何が必要なのかということ

をしっかりと考えていくことが、私たち大人の責任であるし、今、寝屋川市が本当に

中学校に給食をといってくださっている。将来、さっき岡澤委員長が言ってくださっ

たように、将来の子どもをどう育てていくのかというところを見据えたときに、２億

２，０００万円と言われたけども、それだけ投資してでも寝屋川の子どもたちをしっ

かりと育てたいと思うならば、そこに全力投球していただいて、経済面もしっかりと、

寝屋川をつくってくる子どもたちを育てたいと思いますので、ソフト面からいって、

自然に私は自校直営調理方式がいいなと思っているところです。 

○岡澤委員長 

  学級崩壊は給食から、どきっとするような話で、身につまされるような話かもしれ

ません。そういうことで言うと、ちょっとここら辺で皆さん、大体御意見出していた

だいたんですが、どうも事務局のほうから、まずは概略として四つの方式を説明して

いただくということについてはありがたい御提案であったと思うんですけれども、そ

ういう面でいうと、ソフト面といいますか、本当に中学校の将来、中学生が寝屋川で



 

－19－ 

育って、将来を担う子どもたちに成長してもらうためにという、そういう教育といい

ますか、そういうふうなものがやっぱりあってしかるべきかなというふうに私も思い

ますが、ただ、理想を唱えながらも、一方でやっぱり落ちつく先といいますか、やっ

ぱりわかってんねんと。ビフテキもそれからいっぱい定食も食いたい。でも、５００

円の物、５００円しかなかったら１，０００円の物は食えないという状況も、やっぱ

りいずれ出てこようかと思いますので、そういう面では限られた財布というようなこ

とも考えながら、それでいて、やっぱりできるだけいい物をということで言うたら、

それこそやっぱり言うべきときは言っていただかないとわかりませんから。 

  どうでしょうかね。とりあえず、そういうまとめでもないんですけれども、今四つ

の方式の話の途中で前に戻ったり、行ったり来たりしながらも、次へのステップとい

いますか議論というようなものの方向なんかも見えてこようかなと思っているんです

が、とりあえず四つのセンター方式、デリバリー方式、それから親子方式とか、それ

ぞれ自校方式とかいう形で説明いただいた点については、大体方式については御理解

いただけましたでしょうか。 

  方式について、先ほどの事務局の説明でまだわからないという点がありましたら、

とりあえずここはここで押さえておきたいと思いますので、いかがでしょうか。 

○川北委員 

  もう尐しデータが欲しいなと思います。一つは、中学校給食というのは、先ほども

カロリーのことを尐し触れましたんですけども、どれぐらいの量というんですかね。

今、小学校で低と高といろいろやっていますけども、それ以上のもので、食材とか小

学校の内容的なものと同じような内容で提供するというのか、もっと違う形も大いに

ありなのか。先ほどのソフト面になるんですけど、その辺も、例えば先ほど親子方式

だったら、同じ物を、量を調整という格好になろうかなと思うんです。あと、パンを

大きくするとか、牛乳の量が多いとかというような格好になろうかと思うんですけど

も、違うデリバリーであるとか、センター方式だったら違う食材というか、違うメニ

ューが提示できるというふうなこともあろうかと思うんですけども、それは決まった

ところでそうなるのか。ある程度、中学校給食というのは、こういうものであるとい

うふうなイメージみたいなのがあるんでしょうか。ちょっとその辺を聞かせていただ

きたい。さっきの量ですね。これぐらいの質で量でなっているんで、大体ほかの市は

こんな感じですというようなこともあわせて教えていただいたらなと思うんですけど。 

○岡澤委員長 

  そこら辺のデータといいますか、既に大阪府下でも６．６％、全国最悪という状況

からすると、尐し膨らんで今は１２％ぐらいだと聞いておりますし、いろんな市がも

う既に動き始めておりますので、そういう面では先行でやっているデータももしお聞

かせいただければ、参考になろうかと思います。とりあえず、今おっしゃった御質問

についてどうぞ参考なものがありましたらお願いします。 

○事務局 
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  失礼いたします。 

  まず、量の面でいいますと、約、小学校の１．２倍ということが基準になろうかと

思います。栄養面、それから量的なことにつきまして、１．２倍ということになりま

す。 

  あと、献立面でございますけれども、現在実施されている他市では、小学校と同じ

献立で、量の面で単純に１．２倍ほどしているという方法もありますし、また、中学

校は独自のメニューで実施されているというところもあります。 

  ただ、小学校と同じ献立で中学生の嗜好に合った物ができるかなということも、一

つ問題なこともあろうかと思います。また、それと反しまして、中学生には中学生独

自の献立で、嗜好のことも考えながら、必要な物はその給食に盛り込んでというふう

な形で実施する方法というのもあるかと思います。 

○岡澤委員長 

  どちらも、とにかく小学校と同じようなメニューで量を多くしているというのが多

いのかな。でも、メニューの上でも中学生として全く小学校と切り離して独自なもの

をやっているというようなところも現実にあるというお話も。それがどの程度なのか。

それで、やってうまくいっているのかどうかというようなことも、なかなか難しいで

しょうけれども、もしそういう参考例がありましたときに、今すぐは無理かと思いま

すけれども、次回御提供いただければ。 

  ただ、６回という決められた中でやるということで、大変タイトでございます。事

務局のほうには大変忙しい目をさせますが、そういうデータについては、どうぞよろ

しくお願いをしたいと思っています。 

  別件でお願いいたします。 

○藤田委員 

  さっき、中学校の龍田委員がおっしゃった給食指導って、指導者のほうは皆さん初

めてで難しいかなと思うんですけれども、子どもたちは小学校で６年間やってるので、

子どもたちはできると思いますね。 

  だから、そこに教師のほうが御経験ない方が、どのように指導したらいいのかとい

うところは、それこそ小中一貫教育を推進している寝屋川ですので、交流をしながら

見に来ていただくとかやっていくことが、大変必要かなと思います。 

  できるからと思って子どもたちに任せてしまうと、大変なことになりますので、そ

こはやっぱりきめ細かにやっていく必要があるし、やっぱり給食担当者は必要でしょ

うし、人的な面でまた教育委員会さんのほうで考えていただかなければいけないかな

とは思います。 

○岡澤委員長 

  若い先生も多いという、これから増えてくるということやら、中学校では余り経験

のない方がいらっしゃるけど、子どもたちはそれで育ってきているというようなこと

から、工夫によってはいろいろと小学生のそういう知恵なり経験をもとにやっていく。



 

－21－ 

しかし、それについては、交流が大事だろうと。それはもっともな話だと思いますが、

これをきっかけにいろんな面で給食を起爆剤というか、きっかけに教育の面で頑張れ

ばと思います。 

  ちょっと私、こんなところで余談を申し上げてはいけないんですが、私自身は東日

本の震災現場を見ておりませんが、大阪教育大学の島教授のお話からご紹介します。

テレビ等のマスコミで報道される以上の悲惨な実際を見てきた。いわゆる田んぼがな

くなっていた。１０年、２０年先も田んぼとして使えない。そんな状況の中で、老夫

婦が畳をあげたり、後片付けを一生懸命にされていた。また、消防の方がチームを組

んで亡くなられた方の遺骨（４か月も経っていますから大変）を一生懸命掘っておら

れた。一日に一人か二人の遺体が見つかっているんですね。そういう尽力とか、助け

合いであるとか、想定できなかった中で、学校の教師も含めて住民の皆さんが一生懸

命になってやっている姿があった。これはいったい何だろうかと考えた。「日本の教

育はどうなってんねん」とか、「今の若者はどうなってんねん」とかいう話もある中

で、「日本の教育をまだまだ信じたい」と思った。 

  そのような中で、パニック起こすことなく、それこそ一生懸命になって、何か自分

にできることないかとしている。それは、やはり、日本の教育。千年、二千年の歴史。

今の先生方の尽力があったればこそということで、改めて日本教育のよさみたいなも

のを信じ直したという話。 

  給食についても、「子どもたちをどうするのか」ということでは、先生のお知恵は

素晴らしいと思います。今、校長先生を筆頭に、先生方、あるいはＰＴＡの側面から

の御支援を信じながら、中学校給食を、やる以上は「よかったな」というふうなもの

に仕上げていただきたいと思います。私もそういう面で貢献していきたいと思います。 

 ですから、これができない、あれができないという発想ではなくて、これができる、

ああしたらいいのではないかという形のポジティブな発想が要るのではないかという

ことを、私は皆様のお話をお聞きしながら感じております。どうぞそういう面では柔

軟に考えながら、こういう方法があるのかというアイデアを出していただけないか。

それに先行して、事務局の方もデータや情報をお願いします。 

 どうぞ、まだまだ時間の許す限り、皆さんのお知恵をだしてください。冒頭、資料

１・２に出していただいたものに戻りながら、目的・趣旨といったものも、ある程度

ポリシーとして究めていきたいと思いますのでお願いします。 

○池嶋委員 

  また事務局のほうに質問なんですけど、デリバリー方式というのは、これは要はお

かずは、私ら民間の会社に勤めていると、給食弁当というのがあるんですけど、そう

いう形を考えてたらいいんですかね。 

○事務局 

  一忚、イメージとしましては、そのとおりでございます。どういった条件をするか

というのは、お弁当委託する際のことになろうかと思いますけども、基本的に大きな
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イメージとしましては、いわゆるお弁当、これを配達をしていただこうということで

ございます。 

○岡澤委員長 

  よろしいですか。弁当の配布。 

○池嶋委員 

  それであるんであれば、多分ここにおられる方で給食弁当は食べられたことがある

人はどうかなと思うんですけど、実際あれって食えたもんじゃないですよね。おかず

とかというのってね。しょっちゅうしょっちゅう同じ物になっちゃうし、そういう方

式はちょっと子どもの給食にはそぐわないんではないかなというような気が今しまし

た。 

○岡澤委員長 

  そういう意見が出ていますが。 

○事務局 

  質問ではございませんが、イメージされている部分につきまして、おかずがおいし

くないというのはあろうかとは思いますが、我々の考えておりますデリバリーとしま

しては、献立は市のほうで考えます。栄養面のバランスも考えます。それを市の自校

でありますとか、給食センターでつくるのか、民間の調理場でつくるのかといったと

ころでございますので、同じ物をと考えてございますけども、ただ、お弁当屋さんに

もピンからキリまでございましょうし、そこをどう管理するかなんですけども、全く

同じ物というわけには、もしかしたらまいらないのかもしれません。 

  ただ、イメージとしましては、給食と同じ物をと考えてございます。 

○岡澤委員長 

  よろしいですか。毎日同じ物を食べるということでは一切なくて、いわゆる調理の

上での工夫はある。これも私が何年か前に、府が話しする前に某市の一緒に、武生市、

今現在、越前市になっておりますが、ここは全国でも最高の給食。市長さんが、どっ

ちも給食をやっていこうということで、新しい市長がもっといい給食と。いわゆる、

給食論争の上で新しい市長がなられたらしいんですが、最高とはいえ、デリバリーで

ございます。 

  でも、私が食べてみて、三つぐらいのメニューを事前に選べて、そしておいしいな

と思うものがありました。基本的なものとしては、これはデリバリーなんです。いわ

ゆる、向こうの大きな会社がありまして、３社ぐらい。そこに入っている調理業者が、

そこでつくった物を配送してくるということで、温めたりとか、御飯は学校で炊くと

か、そういうようなことの工夫がありました。 

  ですから、何らデリバリーとは思えないような物も工夫によってはありますし、若

干費用面では保護者から徴収する費用も、若干高目程度でそれほどではなかったと思

いますし、それから、中学生ですから部活動をしてたりしておなかをすかしている、

そんな子にはどうしたらいいんや。給食の単に量をふやすだけではなくて、やっぱり
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別途パンも販売をしているという風景もありましたし、それから、女の子は特にダイ

エットといいますか、そういうことで食べられるけど抑えているというふうな、そう

いうことも聞かせてもらいましたが、それも量的にはうまく配分しているというふう

なこともありましたし、自分の必要な量をやると、食べてるということでございまし

た。 

  ですから、デリバリーも聞くだけでしたら、何やそこら辺の冷たい売ってる物とい

うイメージではなくて、学校でやるデリバリーというのも、スクールランチというこ

とで大阪は先行した、いくつかの市はちょっといまひとつ喫食率が伸びなかったと、

こういう事実も報道もされておりますし、そういう面ではやっぱり同じような轍は踏

まないということでいうと、デリバリーも今もうこれは却下という形ではなくて、や

っぱりやりようによったら、工夫によったら全国ではものすごく進んだデリバリーも

あるということだけ御紹介をしておきたいと思います。 

  お願いします。 

○龍田委員 

  今言われていましたデリバリーなんですけども、デリバリーの一番大きなメリット

は、ほかの三つの方式にある１番の給食時間取得のための授業時間の見直しが必要と

なる可能性があるということが避けられることだと思ってるんです。ここに授業時間

の見直しと書いておりますけども、授業時間は５０分と決まっていますので、それは

見直しすることはできなくて、お昼休みの時間、今は４５分間なんですけども、配膳

する給食であれば、その時間は長くしないといけないと思っております。配膳する時

間、食べる時間、片付ける時間。あと、子どもたちにとってはすごく大きな気分転換

になる昼休み、外に出て遊ぶ子もおれば、図書室で静かに本を読む子もいるんですけ

ども、気分転換がお昼からの授業への力になりますので、そこも減らすことはできな

い。 

  ということは、下校時刻が遅くなる。最終の授業、終礼の時刻が遅くなる。そした

ら、中学校では何に支障があるかというと、クラブ活動の時間に支障があるんです。

夏場はそれでも６時ぐらいまでは何とかクラブできますけども、冬場は５時前にやめ

ないといけない。では、クラブ活動をする時間が３０分ぐらいになってしまいます。

そうなると、給食の目的の一つとしている体力の向上ということが、かえって図れな

くなってしまうということがあるんです。 

  デリバリーにも大きなメリットがあるのは、私は時間が短縮できることかなと思っ

ております。 

  以上です。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。 

  お願いします。 

○川北委員 
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  時間的にあとしばらくになるので、きょうは無理だと思うんですけども、先ほど委

員長のほうもおっしゃられました、デリバリーのそういうデータ、できましたら映像

か何かが入手できるようでしたら、提示して下さい。我々も言葉だけで今論議してお

りますので、そういうデータをいただきながら、先ほども言いましたけれど、生徒に

一番ベストな形を提供する会議というふうな位置付けですので、それを知らなかった

とか、後でこちらの方が良かったと言う話ではなく、いろんな方面からのデータを示

していただき考えたい。今、龍田委員も自校方式がいいとのお考えもあれば、校内の

時間帯を考えれば、デリバリー方式もあると言うように、自分の中でもいろんな観点

で考えておられる。しかし、生活を見直したらこんなこともあるよねというような、

次第だと思いますので、データを示していただいたらうれしいなと思います。 

  あわせて、給食のセンター方式のほうも、一忚頭の中ではどこかでつくって、配送

の車が来て、置いてこうしてというふうに、こういうイメージ。自校をやっている関

係から、それをベースにして考えると、そんなふうなイメージになるんですけども、

いやいやこういうふうに工夫してやっている、こんな形でということを示していただ

けたらと思います。 

  それから、何回も言いますけど、先ほど、これが消えてこれということでなくて、

こちらのメリットはこうだ、今、我々小学校をやっていますから、６年のもうプラス

３年の９年と思いますが、受けてる生徒・児童からすると、同じ物がずっと続くとい

うよさもあれば、逆にチェンジしてほしいというか、尐し中学になったときのイメー

ジを変えていきたいというようなことも考えられます。味も一緒につくりますと、ど

うしても小学校的な味になるというんですか、ひょっとしたら嗜好も変わっているか

もわかりませんので、もう尐しこんな味という希望もあるかと思います。 

  そうすると、こういう方式だったらそれはクリアできる。自校でもこんな形でやれ

ばこうなる。自校は、当然なる可能性があるんですけども、他の方式も検討できるデ

ータを示していただいたらありがたいかなと思います。 

○岡澤委員長 

  本当に、わかりやすいデータというのはありがたいですね。 

  それ自体が説得力ありますし、実際にやっているところというのは、随分わかりや

すかろうと思いますので、もし入手できるんであれば、最大。いっぱい注文つけます

が、よろしくお願いしますね。 

○事務局 

  貴重な御意見をいただきまして。 

  今、まずデリバリーの映像等につきましてでございますが、できるだけ入手して、

次回にお示しできたらと思っております。 

  また、事務局の提案でございますけども、なかなかお弁当の実際の業者といいます

か、業界のことにつきまして、まだ熟知というか把握はできかねるところがございま

す。実際にその辺でオブザーバー的な方を心当たりがございますので、もし委員の皆



 

－25－ 

様の御承諾をいただければ、次回もしくはその次でも結構でございますが、御参加い

ただくというのも一つだろうかと思います。 

  あともう一点、センター方式でございます。これもなかなか実際に自校式と何が違

うんだというところがおありなのは重々承知いたしております。これもまだデータは

整っておりませんが、今からになりますが、近隣で考えますと四条畷市ですとか、給

食センター方式で約６，０００食ですか、やられておりますので、本市に近いイメー

ジがあろうかと思います。その辺の映像が整いましたら、次回にお示しもできようか

と思います。委員の皆様に一忚お諮りいただいて、御了解いただければ用意させてい

ただきます。 

○岡澤委員長 

  注文をしていただいて、それはそれで対忚をお願いしたいと思いますが、オブザー

バーという方は、デリバリーとかセンター方式とかそういうものを踏まえてお話しで

きる方ですか。ではないんですか。 

○事務局 

  ちょっと概要を全部まだ私調べてませんので何とも言えませんが、お弁当業界とい

うのがございまして、そちらの理事さんですか、お勤めになられておる方が今イメー

ジとしてはございますが。 

○岡澤委員長 

  なるほど。いずれにせよ、より正確に委員の皆さんに理解できるような、それもデ

ータの一つだと思いますので、大阪でも既に踏み切りつつあると。例えば、私はそれ

はあくまでもここはニュートラルでなければならないと思っての発言をしております

が、小学校はここと同じように自校方式、中学校はセンター方式というふうなことで、

もう既にゴー。まだ具体的にはこれからということなんですけど、一忚方針としては

決めたと。 

  あるいは、小学校はセンターで中学校はセンター、今、四條畷がそうなのかな。あ

るいは、小学校はセンターだけど、中学校は自校方式、さまざま千差万別でございま

す。みんなこれ大阪のやり方でございまして、そういうことでいえば、いっぱいメニ

ューはあろうかと思います。それで、それぞれのお知恵が出ているんではないかなと

思っています。 

  だから、そういうことで、市のやりようといいますか、いろいろな事情があります

から、そこを尊重していくことが大事ではないかと思っています。だから、いずれに

せよ、そういう先行の取り組みをしているところなんかは、どういう経緯でこういう

ふうに踏んでいったかというようなことが出されれば、物すごいわかりやすいデータ

だと思います。寝屋川にとってはどれがいいのかなというようなことになっていくと

思いますが。それが、寝屋川市の子どもたちを成長させるための判断材料に持ってい

けるかと思います。 

  もう時間が相当たっておるんですが、あと私が当初予定した時間、１０分以内です
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が、もうちょっとこれというふうなことがありましたらお願いします。 

  お願いします。 

○池嶋委員 

  質問ばっかりで申しわけないんですけど、センター方式なんですけど、これは１カ

所で考えられているんでしょうか。それとも複数の、例えば２カ所なり。コミセンが

６カ所あるんで、コミセン二つに一つぐらいの３カ所とか、そういう形で考えられる。

どういう形で考えられているのかなと思いまして。 

○岡澤委員長 

  今時点でのお考え、ありましたらどうぞ。 

○事務局 

  センター方式につきまして、仰せのとおり１センター、２センター。３センターは

ないでしょうけども、選択はございます。現時点でまだ本市としましては、もちろん

検討委員会の御議論を踏まえてまいりますので、あくまでイメージでございますけど

も、新聞報道などでセンターなのほうが先行したということもございますが、今は全

く白紙の状態でございます。 

  ただ、給食センター、親子調理方式もそうなのでございますが、いわゆる工場なん

ですね。教育施設ではなくて、工場となりますと、建てる場所ですね。用途地域の制

限がございます。いわゆる、準工場地域ですとかそういったもので限定されます。い

わゆる、一般の中高層ですとか第一種・第二種、住宅地域には原則としては建てられ

ないといったことがございます。 

  あと、寝屋川市の中でやっぱりこれだけの２４万市民でございますので、かなり場

所が、用地が実のところ確保が難しいのかなといったところもございます。もちろん、

２カ所確保できましてスムーズに２５年度に導入が可能となりましたら、それもあり

でしょうし、１センターで１カ所でということも、用地の検討の中で最終的に決定し

ていかざるを得ない部分もあろうかと思います。 

  今、イメージ的に把握できているのはそういう部分です。 

○岡澤委員長 

  １カ所か２カ所か、あるいは何カ所かという質問であったんですが、今のところは

白紙なんだけれども、そういう用地確保というのもまた課題としてあろうかと思いま

すが。 

  それから、もうちょっと説明してほしいなと思いますのは、親子方式は尐子化に伴

ってキャパシティーとしてはあるんではないかというふうな、しかも小中連携を考え

ていくんであれば、いいのではないかということから、ちょっと工場ということなの

で難しいという、ここのところをもう一回丁寧に御説明いただけますか。 

○事務局 

  ちょっと説明不足で申しわけございません。 

  親子方式と給食センター方式、これは配送が伴ってまいります。自校方式と親子の



 

－27－ 

決定的に違うところは、学校の中に調理場があるんですけども、配送するかしないか

です。自校の中で給食をつくって、自校の中で提供する、いわゆる自校方式は、これ

は工場扱いはございません。ただ、親子調理方式の配送というものになりますと、ど

うしても建築基準法上、工場扱いということになってまいります。そこに、いろんな

制約がかかってまいりまして、例えば、小学校から中学校に配送する場合。新たに調

理場を増設、もしくは新築するとした際には、用途地域、先ほどお話ししました準工

場地域はそのままできるのですが、それ以外の地域につきましては、建築基準法上の

制約がかかってくるということでございます。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。 

  建築基準法上というのは、非常に専門的に難しいんですけれども、何となくわかり

ますでしょうか。単に小中連携であるとか、キャパシティーがあるから、それがいい

ないいなということでは解決できないような制約、法的な基準というものがあるんや

ということはおわかりいただいたと思います。 

  そういうことで言うと、そういうことも踏まえいかんということでございます。デ

リバリーも今現在のそういう活用しているものをすればいいんではないかなというこ

とで、それだけ考えていたら単純に思うわけですが、なるほどなということで。これ

も悩みであります。最高の物ということについては、まだまだお考えを。今日、また

これを持ち帰っていただいて、踏まえていただければいいかなと思いますが。 

  あと、今まで意見を出していただいた中で、ここでまとめ切るというわけにはいき

ませんけど、何か本日のところで。 

  どうぞお願いします。 

○藤田委員 

  国・府の補助対象というのが１、２、３で、デリバリーは配膳室が府の補助対象に

なっていますけど、金額の面をお示しいただけるんでしょうかね。自校方式だったら

どこまでが補助、何をどんなふうにというのは。 

○岡澤委員長 

  具体的なところで、これ考える材料だと思いますので、もしわかる範囲でしたら。 

○事務局 

  国の補助と大阪府の補助と二つございます。国の補助につきましては、総事業費の、

イメージとしましては対象の２分の１が国庫補助でございます。ただ、全体総事業費

のパーセントで申し上げますと、大体計算上１０％から１５％ぐらいが国の補助と。 

  大阪府が今回、中学校給食導入促進事業ということで、補助事業の概要版をつくっ

ておられます。ホームページ等にも載ってございますので、またもし必要でしたらご

らんいただければと思いますが、先ほどの総事業費から国の補助、これを引きまして

２分の１、これが大阪府の補助でございます。 

  ただ、幾らと言われますと上限が設定されておりまして、１校当たり、一つの学校
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当たり、建築にかかる費用の半分でございます。大阪府が積算されましたのは２億１，

０００万円の建築費に対しましての判断ですので、１校当たり１億５００万円、これ

が上限でございます。 

  中身につきましては、かなり国よりは基準が寛大といいますか広くて、調理場の改

修、配膳室の整備、運搬用のエレベーター、リフトの整備、周辺環境整備、あと各種

設計でございますとか、こういったものが入ってございます。 

  それと別に初期投資的に必要な備品、消耗品、これはカートやコンテナ、食器類等、

これも一定定額補助の中で、先ほどの２分の１とは別に定額補助という形でお認めい

ただくということになってございます。ただし、上限設定につきましては１校当たり

１億５００万円ということで伺っております。 

  ちょっと簡単でございますが、以上でございます。 

○岡澤委員長 

  今の説明でよろしいでしょうか。 

  まだまだ欲しいということであれば、また御注文もいただきます。この審議の中以

外でももしありましたら、次の機会でも結構ですし、直接いうたらやっぱり審議会を

無視したことになりますかね。ごめんなさいね。私のほうに伝えていただいて、今度

に懸案として出したいと思っています。 

  それでは、とりあえず事務局からの提案を踏まえまして、議論を出していただきま

した。順序的には考えを改めるということもあろうかと思うんですけれども、いずれ

にしても四つの方針、いわゆる資料１によりますと、中学校給食の目的・趣旨を踏ま

えながら、これもまだまだ議論の余地はあろうかと思いますが、四つのハード面を見

据えて、そこで考えましょうということで進めさせていただきました。 

  ついては、一定の議論として貴重な話が出てきました。それぞれ逐一というのにつ

いては、今日出た話を事務局のほうでひとつおまとめいただきまして、次は私の責任

でもあるかなと思いつつも丸投げしたらいけませんけど、段取りよく話ができるよう

な状況というのをお願いしたいなと思っています。 

  まだ市のほうは、方向性としては、ゴールとしてはいつにしたいということがあり

ましたですけども、いずれにせよその中で皆さんのお知恵の中でいいものを。何がい

いものかということをまた見定めておりませんので、とにかくこれがいい、あれがい

い。自分の持っている知識というのを改めて変革するときを改めながら、それがいい

なという感じでございます。私も本当に越前市、当時武生市のを見たときには感動い

たしました。おいしいものでした。デリバリーといってもこんなデリバリーがあるの

かということでは、これはあくまで参考意見でございます。だから、センター方式だ

って、私かつておった大阪狭山は日本一の給食やというて自慢をしておったぐらいで

ございます。 

  市のカラーがありますし、規模もありますから、これとてそのまま寝屋川でやると、

あるいはどこかの市でやるということはいかがなものかというふうなこともあります。 
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  ですから、あくまでも学校現場なり、あるいは親御さんの意見として、ＰＴＡの方

の意見として、そういう総意に基づいてやっていくことが、これから私たちに必要な

ことではないかなと今思っています。 

  細かいことがいっぱい書いてありましたので、それももう一度、今日は初めての資

料ですので、もっともっとわかりやすいというか、先ほど注文ありましたですが、目

で見える映像といったものとか、あるいはプロの話を聞くというようなことも考える

材料ではとてもいいのではないかなというふうに思います。 

  まとめにはなりませんでしたが、府がこういう形で補助金を出すというのは、やっ

ぱりそれなりに全国で今、かつて大阪府が６．６％のときは、全国平均が７５％。も

ちろん小学校は９９．９％。そういう中で大阪府は極めて立ち遅れというか、これは

当時社会増で給食どころではなかった。小中も含めて、大阪はものすごく社会増、急

激な。これは、教員にもよります。大阪は今ピーク、団塊の世代、本当にたくさんの

先生方の世代交代が起こっていますが、そういうことでもわかるように、大変、いわ

ゆる学校。なかなか建築費が高くついたわけでございますが、そういうことで言うと、

それどころではなかったということで、今、沈着冷静に、やっぱりまた時代も変わっ

ていますし、子どもたちの嗜好も、あるいは社会的なあれも、あるいは今現在の子ど

もたちの親たちの成育歴というふうなことで言うと、その中で弁当という大阪の中学

校の文化といいますか、これは私も進めてきたところでございますが、しかし、その

背景というのはやっぱり急激な社会増に対忚したという結果でございまして、しかし

やっぱりつくれない、愛情弁当、愛情弁当と言うけれども、つくれないことやら、し

かし、愛情弁当と言っても、実はその内実、子どもの好き嫌いを助長してきたという

極端な話もあります。嫌いなんは残してくるから、親はどうしても残されたら困るん

で、好きな物だけ入れるというふうな、ハンバーグやったらハンバーグを入れるとい

うね。 

  あれは、昔かつて夕べの晩の残りをいろいろと始末しながらそれを残しておいて、

翌日のお弁当にという、そういう本当に純粋のそういう愛情弁当もあれば、子どもの

思いに、ヒジキかって食べなさいというふうな指導がちょっと多くしているという部

分があったりします。そういう面では、私たち大人が本当にやっぱり好き嫌いはあっ

てはいけないという、そういうポリシーだけは譲れない。そういう面では、大人の知

恵を出していく、こういう審議会でありたいと思っています。 

  そういう面で、あと何回かの会議だけと違うんですね。本当に子どもにとって、将

来食育で言われるようなメタボの、６０になって７０になってでは遅いという、そう

いう面では子どものときからきちっとした物を、マナーも含めた食育を今こそやって

いく時期が来たんではないかな。これは、しかし大阪の弁当文化というのは定着して

おりますので、大変厳しい状況がありますが、そこを皆さんの知恵と、それから皆さ

んのいわゆる営みでやっていければということを願って、今日の審議としては終わっ

ておきたいと思います。 
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  あと、どうぞ事務局。 

○事務局 

  どうもありがとうございました。 

  今、委員長のほうに日程は述べていただきましたが、次回につきましては、ちょっ

と委嘱式もございまして短い時間でございましたが、第１回目の内容につきまして、

事務局のほうで取りまとめを文章化させていただきたいと思います。それについて、

また御議論いただきます。 

  宿題と申しましょうか、御提言をいただいた中で給食センター方式、これを四條畷

の給食センターになろうかと思いますが、わかりやすく画像等で説明をさせていただ

きたいと思います。 

  ３点目につきましては、デリバリー方式ということで、これも先ほど申しましたオ

ブザーバー的な方を入れて簡単にわかりやすく、これも映像を踏まえて御説明させて

いただければと思います。 

  あともう一点ございます。これは、予定しておりますのは、中学校のいわゆる受け

手側の配膳室、自校式はあれなんですけども、親子方式、給食センター、デリバリー

につきましては、中学校へお弁当なり食缶なりを持ってきてもらう場所、配膳室が当

然必要になってくると思います。これにつきまして、事前に１２校、中学校に先に調

査といいますか、状況を確認に行かせていただいておりまして、それについての資料

を提供させていただきたいと思います。 

  中学校の状況ですとか、教職員の負担、こういったものを踏まえまして、これは事

前に考えておりましたのですが、実際に今、中学校給食を行っておられます中学校の

校長先生なり、これも外部からのオブザーバーになりますが、来ていただく予定はし

ておるんですが、皆さんお諮りいただいて、必要かどうかまた、ちょっと追加でそれ

だけお決めいただければと思います。 

○岡澤委員長 

  決して独断ではありませんが、そういうことでデータが本日の欲しいという発想か

らよろしくお願いいたします。 

○事務局 

  では、その方向で進めさせていただきます。 

  あと、次回の第２回の検討委員会の日程を決めさせていただきたいと思います。お

時間も遅くなっておりますが、申しわけございません。 

  事前に事務局のほうから一忚各委員さんに予定をお伺いしております。事務局のほ

うで考えておりましたのが８月の上旪、お盆が入りますので、上旪にと考えておりま

して、一定調整させていただいたんですが、最初６人全員の方が、今イメージしてお

ります、御提案する日程ではお集りいただけないのですが、一忚８月１０日の水曜日

で設定させていただいております。実は、広報等にも掲載しなければなりません。場

所のセッティング、これも必要になってまいります。こういった加減で、８月１０日
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ほぼ限定でお願いできればと思うんですが、ちょっとそれも一忚すいませんけど、お

諮りいただけますでしょうか。 

○岡澤委員長 

  ８月１０日という提案ですが、委員の皆さん、あらかじめ理解しいただいていると

思うんですが、最終的に全員がそろうということも、これは理想ですけども、やむを

得ない事態もいろいろと発生してこようかと思いますが、議事が進行できるというこ

とになれば進行していくと。既に今聞けば、広報のほうにもう伝えてあるということ

で、やっぱり皆さんに来ていただくようなこともＰＲされているようですが、よろし

いでしょうか。 

  また、御都合については遠慮なくおっしゃってください。とりあえずは２回目です

ね。３回目はまだ決まってないですね。 

○事務局 

  まだ２回でございます。 

○岡澤委員長 

  できるだけ早目にお願いいたします。 

○事務局 

  ありがとうございます。 

  では、第２回は８月１０日の水曜日、場所、時間ともに本日第１回と同じ設定でよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  また、当日御参加いただけない委員さんにつきましては、資料及び説明等はさせて

いただきたいと考えてございます。 

  それでは、委員の皆様、長時間にわたり御協力を賜りましてまことにありがとうご

ざいます。 

  これで第１回寝屋川市中学校給食検討委員会を終わらせていただきたいと思います。 

  ありがとうございます。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございました。 


