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会議名  第２回中学校給食検討委員会 

開催日  平成２３年８月１０日（水）午後７時～ 

開催場所 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 

川崎潤也氏（オブザーバー）、森田政己氏（オブザーバー） 

 

○事務局 

  第２回寝屋川市中学校給食検討委員会を開催させていただきます。 

  本日は御多忙中にもかかわらず、御出席賜りましてありがとうございます。また、

本日の委員会におきましては６名の委員様、全員の御出席となっておりますことを御

報告させていただきます。 

  前回、第１回検討委員会におきまして、委員長御提案の下、委員の皆様に御承認を

いただきましたオブザーバーとしまして２名、今回御参加いただいております。御紹

介させていただきます。 

  まず、私の右手より、川崎潤也様でございます。川崎様は、日本弁当サービス協会

理事、大東市・狛江市の給食アドバイザーとして御活躍されております。 

  次に、四條畷市立四條畷中学校校長の森田政己様でございます。本日は給食の受け

て側の中学校の立場で御参加いただいております。 

  以上、簡単ではございますがオブーザーバー２名の方を御紹介させていただきまし

た。 

○川崎氏 

  皆さん、こんばんは。日本弁当サービス協会の川崎でございます。 

  私は今、全国の中学校給食の立ち上げのお手伝いをさせていただいております。お

弁当給食だけにかかわらず、センター式なり、自校式なり、何なりと質問がございま

したらおっしゃっていただければ、わかる範囲でお答えさせていただきたいと思いま

すので、今日はよろしくお願いいたします。 

○森田氏 

  こんばんは。四條畷市立四條畷中学校校長の森田でございます。 

  私は、四條畷市に生まれ育ちまして、そのころは給食はございませんでしたが、弁

当からミルク給食になり、それから本市で小・中学校の給食、センター方式の給食が

始まりました。１２年間、教諭として務めたときに給食の経験がございました。その

後、校長としてまた元の学校に戻ってまいりました。四條畷のセンター方式での給食

について、私でわかることでありましたら、また何かございましたらわかる範囲内で

お答えさせていただきたいと思っております。本日はよろしくお願いいたします。 
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○事務局 

  ありがとうございました。 

  では、岡澤委員長に委員会の進行をお願いいたします。 

○岡澤委員長 

  それでは、改めましてこんばんは。 

  今回、第２回目ということで、寝屋川市中学校給食検討委員会をただいまから始め

たいと思います。 

  前回、いろいろな情報を知った上で考えたいということもありまして、今日はゲス

トをお招きしているのですが、できるだけ時間を守ってと思いながらも、尐し人から

聞いたお話を申し上げますが、夏至を過ぎて暑いなということですが、農家の人で雤

が降れば天気がいいな、天気が続けば雤が欲しいな、ところが、雤も天気も晴れもち

ょうどいいかげんになったら、それでいいのかと思えば、野菜がよく育って、安くな

って、一つも儲からないと、どうしたらいいのかというので、この暑さしのぎにいろ

いろなことで皆さんも御苦労していただいていると思いますが、今日の議題につきま

しても、どうぞ皆様すばらしいアイデアを出していただいて進めてまいりたいと思い

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

  それでは、皆様のお手元に配付されております次第のとおりでございます。案件の

１番目につきまして、まず事務局より説明をお願いします。 

○事務局 

  それでは、まず本日お手元に配付させていただいております資料の確認をさせてい

ただきたいと思います。 

  まず、１枚目「第２回中学校給食検討委員会の次第」がございます。次に、資料１、

裏表印刷で「第１回中学校給食検討委員会（要旨）」がございます。続きまして、資

料２「四條畷市立学校給食センター」、後ほど映像でご紹介させていただきます際の

資料が１０ページございます。続きまして、資料３、これは同じく映像で説明させて

いただきます分の「デリバリー」についての資料で、５ページございます。いずれも

裏表印刷になってございます。続きまして、配膳室、本市寝屋川市の中学校の今の状

況です。こちらにつきまして、これも映像で御説明差し上げます。１２ページほどの

枚数になってございます。続きまして、資料５「寝屋川市中学校給食における各実施

方式におけるコスト比較表」と題しまして、Ａ３の１枚物の表がございます。続きま

して、資料６、概算費用ということで１枚載せていただいておりますのと、裏表印刷

になっておりまして、裏面が資料７「デリバリー方式のランニング（大阪市・高槻

市）」ということでございます。最終が、資料８「学校施設の用途地域等」というこ

とで、一部資料提供させていただいております。これも裏表印刷となってございます。 

  もし足りない資料等がございましたら、遠慮なく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。 

  では、着席させていただきまして、資料について説明させていただきます。 
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  まず、資料１でございます。第１回中学校給食検討委員会（要旨）でございます。

前回お話しいただいた内容の要旨を載せさせていただいております。議事録につきま

しては、現在、最終校正中でございまして、整い次第ホームページ等でアップさせて

いただきたいと思います。 

  内容は、委員長の下、屈託のない意見をいただきまして、ハード面、ソフト面を含

めて考えるべきでございますとか、そういった趣旨に基づきましてさまざまな意見を

いただきました。内容につきましては、先ほども申しましたとおり、議事録等でアッ

プさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

  先ほど申しました本日の流れを一定説明させていただきます。この後、給食センタ

ーの概要説明、３番目のデリバリーの概要説明、そして各方式の整備に係るコスト面

の比較、これを最終の議題とさせていただきたいと思います。 

  以上、簡単ですが資料１について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。 

  ただいまの事務局の説明に関しまして、委員の皆様から何か御意見、御質問がござ

いましたら。 

  では、続きまして案件２番目でございます。給食センターの概要につきまして、四

條畷市さんの概要につきまして御説明をお願いいたします。 

○事務局 

  それでは、案件の２番目、給食センター（四條畷市）の概要説明をさせていただき

ます。担当より御説明差し上げます。 

  前の画面を、尐し見づらいかもわかりませんが、席をずらしていただいて御覧いた

だきますよう、よろしくお願いします。 

○事務局 

  ただいまから、給食センターの概要説明をさせていただきます。 

  給食センターのイメージということで、四條畷市給食センターの林室長代理の資料

提供、協力により説明させていただきます。簡単に施設のあらましを紹介いたします。 

  開設は平成１３年９月１日、敷地面積５，６２４㎡、建築面積１，６２４㎡、延べ

床面積２，１０５㎡、調理能力は約６，０００食でございます。 

  では、説明させていただきます。 

  研修室、ここは給食で使用する食材等をチェックする場所です。食材によってさま

ざまですが、前日納品、当日納品とあります。納品業者さんと食材が痛んでいないか、

異物が混入していないか、チェックリストを元に確認します。冷凍物や肉類の納品の

ときは、レーザーで温度がわかる機械で適温で納品されているのかチェックします。

そして、専用の異動棚に載せかえ、調理する直前まで冷蔵庫に入れます。野菜類で葉

物については、使用する直前まで野菜専用の冷蔵庫に入れます。 

  ６，０００人分の食材や調味料ともなると、一つの野菜だけでも写真で見てのとお
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り、たくさんになります。そして、大体午前８時ぐらいから下処理室で野菜を洗いま

す。 

  この日のメニューは、マカロニシチューです。写真ではタマネギの皮をむいている

様子ですが、とにかく量が多いので専用の機械、球根皮むき機で皮をむいています。

写真は、ニンジンのへたを取っている様子ですが、ニンジンも先ほどの機械を使って

皮をむき、調理員さんの手作業でへたを取っております。葉物野菜の作業の様子です

が、葉物野菜は特に大変な作業になります。痛んでいるところがないか、小さい虫が

ついていないか、確認しながら１枚１枚、尐しずつ丁寧に確認しながら作業をしてい

ます。これだけの人数で決められた時間内に作業を終えなければならないため、急ピ

ッチでの作業、食材が痛んでいないのかを常にチェックをしながら行っています。 

  野菜の洗浄は、ものによって、また状態によって３回以上行います。下処理室から

洗浄された野菜類は、それぞれメニューによって決められた切り方で、専用の切断機

で切っています。 

  給食調理場では、区域別、用途別で学校給食衛生管理の基準に基づいて、帽子、エ

プロンの色を変え、作業を行っています。 

  調味料室では、先ほどの写真にもあったように、大量の調味料が保管されており、

ここで使用する調味料を計り、上処理上の棚に運びます。そして、乾物類、マカロニ

やかつおぶし等も必要な分だけ計り、上処理場の棚へ運びます。大体こういった形に

なります。 

  仕分け室では、肉や魚、調理で使う牛乳などを入れておきます。使用する分だけ分

けて下ごしらえをします。写真は、ベーコンの仕分け作業です。ベーコンを炒めると

きに完全に火が通るよう、丁寧にほぐしています。肉類は特に細菌が多いため、使い

捨てのビニール手袋を使用し作業します。ほぐした肉、ベーコンはいため直前まで専

用の冷蔵庫に保管します。 

  これから加工作業になります。大根サラダができるまでの工程を説明させていただ

きます。 

  まず、あらかじめ切り終えた食材をゆでます。サラダと言っても、学校給食では生

野菜での提供はありません。必ず火を通し、食材が８５℃以上になっているかを確か

めながらゆでます。また、食材の食感も残しつつ行います。ゆで方一つにしても、調

理員さんの熟練の技が必要になってきます。そして、ザルに上げて水分を切った後、

バットに移し粗熱を取り、瞬間冷却機に入れて安全な温度まで下げます。粗熱を取っ

た食材を和え物室に運び、フードミキサーで混ぜてつくります。和え物室というのは、

大量調理になって食中毒になりやすい温度を避けるための専用の和え物室です。そし

て、各学校、クラスごとに配缶をします。配缶後、配送まで冷蔵庫に入れて冷やしま

す。 

  マカロニシチューのつくり方なのですが、写真はルーのつくり方の様子です。市販

の固形ルーは使用せず、小麦、バター、油をじっくり時間４０分かけて、弱火で状態
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を見ながら火かげんを調整し、つくっています。そして、肉、ベーコン、タマネギ、

ニンジン等を大釜に入れ炒めます。この釜で約２，０００人分です。そして、それぞ

れ大釜ごとに計られた水、牛乳、ルーを入れ煮込みます。 

  給食調理場内は、特に上処理場で常に火を使っているので温度、湿度とも高く、空

調設備があるものの、やはり夏場においては調理員さんにとってかなりの負担になり

ます。 

  味つけに関しては、センターの栄養士、調理業務責任者が行います。味つけ以外に、

シチューに入っているすべての材料の味やにおいに異常がないかチェックします。そ

して、すべてオーケーが出た段階で各学校、クラスごとに配缶します。配缶終了後、

各学校のコンテナに入れ、配送の準備をします。 

  コンテナの中身は、大おかず、小おかず、食器類、大体１コンテナに約６クラス分

が入ります。それぞれの中学校４校、小学校７校にピストン輸送で運ばれます。これ

は、センターからトラックに積む様子です。左写真下にありますように、プラットホ

ームとトラックの間にレールをかませて積んでいます。これは、トラックの扉の開閉

のため、レールを使用しております。コンテナを積み込んだトラックが各学校に運ば

れる様子です。 

  四條畷市は各小学校、中学校の配膳室の外側に、写真であるようなプラットホーム

が設置されております。トラックからコンテナを降ろす様子ですが、先ほどのレール

を使い降ろしている様子です。コンテナを配膳室に運んでいる様子ですが、尐しの勾

配でも二人がかりで行っています。コンテナの重さが約５００ｋｇから６００ｋｇあ

ります。 

  コンテナ内の状況です。約６クラス分の給食が入っております。生徒たち、教職員

が食べる給食です。牛乳、クルミレーズンパン、大根サラダ、マカロニシチューです。 

  午後からの洗浄作業の流れを説明させていただきます。 

  各学校からコンテナが戻ってきます。左上の写真のとおり、トラックからセンター

のプラットホームに戻すときもレールを使って運びます。そして、各学校から戻って

きた食缶を一つずつ栄養士がどれぐらい食べているのか、どれぐらい残っているのか

細かくチェックします。チェックが終わった食缶は、専用機械で残渣を洗い流し、食

缶洗浄機に入れて洗浄作業をします。食缶の中にスプーン等が入っていて、そのまま

洗浄機にかければ引っかかり、機械の故障の原因になります。これは、実際に機械に

挟まれたスプーン等です。 

  次に、食器の洗浄の様子です。食器洗浄機にそれぞれ食器を並べ、洗浄し終わった

らクラスごとの篭に入れ、コンテナの中で消毒をします。スプーン、おたまの洗浄の

様子です。こちらも専用の洗浄機を使って洗います。洗った後、スプーンの１本当た

りの重さから計算し、クラスごとの本数に数えます。寝屋川市においてはなじみがあ

りませんが、センターではクリップのような道具を使用しています。ちなみに、寝屋

川市の小学校の給食では、スプーン篭やはし篭を使用しております。おたまやパン挟



 

－6－ 

みなどは、直接食器篭に入れております。 

  そして、次の日の使用分の野菜類が納品されます。必ず１箱１箱チェックしながら

受け取ります。 

  以上で四條畷市の給食センターの概要説明を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございました。 

  丁寧な説明で御理解しやすかったのではないかと思いますが、ただいまの説明に関

しまして委員の皆様から何か御意見、御質問がありますでしょうか。 

○川北委員 

  せっかくの機会ですので、幾つか質問させていただきます。中学校の校長先生に来

ていただいておりますので、先生の学校の様子で結構ですのでよろしくお願いいたし

ます。 

  まず、到着時刻が、何台かのトラックで行っていると思うのですが、その時間差と

いうのが、一番最初に着くところと一番遅い時間帯というのがわかりましたらお願い

します。小学校の場合、決まった時刻に検食を行っておりますが、集中方式でありま

したら、到着の時刻などがどういう形になるのかなと思います。 

  それから、給食の配膳等の時間、四條畷中学校では、どのようにされているのかと

いったことです。 

  それから、校内に給食関係の人員が配置されているのかどうか、人員関係の内容を

お願いします。 

  我々はやはりトラブルが一番心配ですので、例えば今の運ぶときにプラットホーム

式で、もしも倒れるとか、何かあったときのバックアップ体制のようなものがあれば

教えてください。 

○森田氏 

  それでは、４点ほど御質問があったと思います。 

  まず、到着の時刻でございますが、本校の様子しかわかりませんので、配送車が何

台で走っておられるというのは、３台か４台ほどだと思いますが、それぞれが大体１

１時に出発いたしまして、遅くとも１２時前までには入らなければなりません。ちな

みに、本校での到着時刻は１１時４０分ごろだと把握しております。先ほど委員さん

がおっしゃったように検食がございますので、私が検食をする時刻は大体１１時４５

分でございます。 

  ２点目でございますが、配膳の時間帯ですが、通常ですと４時間目が終わるのが１

２時４０分でございます。その４０分の終わりのチャイムとともに子どもたちは配膳

室に、当番の子たちが動いてまいります。１２時４０分から約１０分間、１２時５０

分までが教室へ持って帰って、配膳の準備にかかる時刻だろうと思います。これはも

ちろん教科によって、体育の時間などということになりますと、やはり尐し遅れます
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ので、１２時５５分ごろになろうかと思います。１２時５０分から５５分ぐらいで食

事の開始になります。非常に短いのですが、１時１０分、ここまでで食事が終わって、

ごちそうさまをする時間になっております。同時に、１時１０分から返却がオーケー

ということに本校では取り決めております。この１時１０分から随時、各クラスが返

却してまいります。子どもたちは返却したと同時に、ここから休憩時間に入っていき

ます。大体トラックが取りに来るのが、１時２０分ぐらいには配送車がやって来ると

把握しております。 

  それから、３点目の校内の配膳の人員でございますが、小学校は配膳員さんという

方をもう１名、特別に配置されておられるようです。中学校は校務員さんが２名おら

れます。この２名とトラックの配送をされてきた運転手さんと３名で配膳されたコン

テナを運び入れられております。先ほどのスライドのとおりでございます。 

  それから、もしも休暇を取られて１名減員になった場合については、この場合は、

やはり給食のメニューによってコンテナの重さが変わりますので、女性の方で重い献

立の場合については教員がその補助をしております。主に教頭がその任を担っている

と思います。 

  そして、４点目のトラブルの事例でございますけれども、特に今までの中で大きな

トラブルというのは聞いておりません。ただ、このプラットホームとかそういったも

のが初期のころは、レールがずれたりといったことがございました。それが改良され

まして、そういった事故も今はございません。 

  以上でございます。 

○藤田委員 

  今、コンテナのことをおっしゃったのですが、給食センターから給食が早く着きま

すが、給食の時間は短い。しかし、中学生なら準備も早くできるのかなと思って聞い

ておりました。コンテナが１１時４０分ごろ着いて、１２時５０分に食べ始めるとな

ると、その間コンテナの中というのは保温、冷蔵、どういうふうになっているのか教

えていただけたらと思います。 

○森田氏 

  このコンテナの中に入っております食缶ですが、これも新しい、今見ていただいた

センターになったときに、食缶を保温式の食缶に変えさせていただきました。尐し重

いのですが、保温性ということについては、私が今までに、この中学校にまいって４

年目なのですが、非常に保温性の高い食缶でございまして、私が検食をするときには

非常に熱くて食べられない、それほど保温性にはすぐれているものでございます。 

  それから、食器についても瀬戸物、強化磁器というものを使っておられるそうなの

で、これもそこに入れて持ってこられても、冬場であってもすぐには冷めないものに

なっております。 

○龍田委員 

  冷たいものは冷たい状態で配膳できるというように考えたらいいのでしょうか。も
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う一つ、私は全く給食の経験がないので、質問することもすごく初歩的なことになる

かもしれないのですが、もし生徒が教室に運ぶときにひっくり返したりする、それは

自校式では何とか余っているものでしてくれるかもしれないですが、センター方式で

はどうしようもないことなのですよね。 

○森田氏 

  １点目の冷たいものは冷たいかというご質問ですけれども、これについてはそのと

おりでございまして、ただ、我々はコンテナに入れられた食材そのものの温度が保た

れているという、そのものの温度で判断するしかございませんので、今までの中で余

り冷たいものが出されたという経験がないのです。冷たいものは牛乳のみということ

で、牛乳は御存じのように保冷庫というものがございまして、業者が持ってきてから

一定の温度で提供するまで冷やされております。 

  ２点目ですが、生徒がひっくり返したときのことですが、これは事実、どの学校で

もあることです。もしもこのようなことが起こった場合には、もうかわりのものがご

ざいませんので、隣のクラスから急遽集めて、あちらこちらから集めてしております。

それから、どのクラスにも予備食というのが入っておりますので、その辺のところで

対忚をしているということです。副食であればそういったことでいくのですが、おか

ずは事故として若干量が尐なくなっていくだろうと思います。 

○岡澤委員長 

  具体的な話をしていただきました。 

  どんなことでも結構ですので、すべて知っていくことが第一歩でございます。 

○藤田委員 

  小学校では子どもたちが大好きなメニューが麺類なんです。うどんやラーメンが大

好きなのですが、今の配送時間を聞いておりますと、うどん等の麺類というのは献立

の中にはほとんど出てこないという判断になるのでしょうか。 

○森田氏 

  特殊なメニューというか、やはり制限されてくるだろうと思うのです。今、麺類の

お話が出ましたので、本市の場合を紹介させていただきますと、焼きそばが子どもた

ちにとっての大好物でございます。焼きそば、カレーといったものが大好物で、麺類

の中でも焼きそばなのですが、実は焼き物、炒め物ができないのです。６，０００食

のものを炒めるというのは、これは非常に至難のわざで、この機械というのは非常に

難しいだろうと思います。正直に言って、この焼きそばは蒸しそばでございます。蒸

したような形になっております。うどんについては、これはございます。年に何回か

といわれますと、数えたことがないのですが、忘れないあたりで出てくるなというよ

うなとらえ方で、麺についてものびておりません。 

  昨年２月に本校の子どもたちが考えたメニューでラーメンをしてほしいということ

がありまして、この辺は給食センターさんの努力によってラーメンが実施できたので

す。これは、最初から麺が入っているのではなくて、麺とだしを分けた状態で配送さ
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れてきて、教室で一緒に合わせてということでの工夫がなされたものでした。 

  以上です。 

○岡澤委員長 

  そういうものも工夫されてつくられているということです。 

  ある程度限られた時間の中で議事を進めさせていただいておりますので、もしどう

してもということがございましたらお受けいたしますが、なければ次に進めさせてい

ただいてよろしいでしょうか。 

  お手元の３番目に移らせていただきます。前後します、そのときに思い出されて聞

きたいことがあれば、どうぞよろしくお願いいたします。 

  とりあえず、案件の３番目ですが、デリバリー方式の概要について、事務局より御

説明をお願いいたします。 

○事務局 

  資料３番目、デリバリー方式の概要についてご説明させていただきます。また、前

の画面をごらんいただきたいと思います。お願いします。 

○事務局 

  引き続き、デリバリー方式についての概要説明をさせていただきます。 

  この写真がデリバリー給食のイメージです。主食である御飯、副食大おかず、汁物

は温かく、副食小おかずは冷たいという状態で提供されます。 

  デリバリー給食センター（公設・民設）、先ほど説明させていただいた給食センタ

ー、いずれにせよＨＡＣＣＰの理念に基づき実施をしております。 

  これが桑名市、狛江市、相模原市で現在行われている給食です。 

  納品されたすべての材料が一方通行で、交差汚染のない調理場で作業区分別のイメ

ージです。この流れも、先ほど紹介した給食センターと同じです。 

  そして、入荷、検品、下処理工程、野菜二次処理、洗浄、下ごしらえ工程、過熱調

理、和え物調理工程の一連の流れも給食センターと同じです。 

  炊飯工程においても交差汚染のないよう、図のような順序で専用の機械で御飯をつ

くります。御飯をつくっている様子です。 

  給食センターとの違いがこの部分からです。給食センターでは、大釜ででき上がり

のおかずをクラス別で食缶に入れますが、デリバリー給食ではお弁当箱に御飯やおか

ずを盛りつけする作業になります。盛りつけコンベアで流しながら、弁当箱におかず

等を詰めている様子です。 

  次に、でき上がったお弁当箱に専用のカートで再加熱します。なぜ再加熱をするの

か、温かいものは温かく、そして食中毒となりうる温度を避けるために行う工程です。

これは専用のケースのお弁当を入れ、カートで再加熱をしている様子です。再度申し

ますが、食材の一方通行と同じく、作業の動線も交差汚染がないよう作業を行います。 

  再加熱を終えたお弁当たちを専用のボックスに入れかえ、トラックに積み、各学校

へと配送します。学校の配送状況の様子ですが、各学校の状況が異なるため、状況に
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合わせてお弁当を納入します。 

  学校の受けの配膳の状況です。寝屋川市の配膳室の状況は、後ほど担当が説明させ

ていただきます。専用の棚に各クラスごとに分けられたボックスが置かれ、生徒たち

が取りに来るのを待っている状態です。これは、教室で配られている様子です。 

  食べ終えた弁当箱がセンターに返ってきて、弁当箱専用の洗浄機で洗浄作業の様子

です。洗浄された弁当箱を殺菌、消毒保管庫に入れ、次の日に備えます。 

  材料の一方通行、作業動線の一方通行と同様に、つくり手の調理員さんたちも交差

汚染がないよう作業別区域から出入りをします。入場するときは異物混入を防ぐため、

毛髪やほこり、ごみを取り除くためのエアシャワーをくぐって調理場に入ります。 

  給食をつくっている作業を見学している様子です。１階に見学通路があるため、調

理員さんと同じ目線で作業の様子を見られます。これは、四條畷市給食センターです。

２階の場所から調理している様子が見られます。 

  以上でデリバリー給食センターの概要説明を終わらせていただきます。 

○岡澤委員長 

  今の御説明も丁寧にしていただきましたが、ただいまの御説明に関しまして御質問、

御意見がございましたらどうぞ。 

○龍田委員 

  先ほども質問しないといけなかったのですが、アレルギーの子どもに対する対忚を

教えていただければと思います。 

○事務局 

  アレルギーの対忚ですが、四條畷市の給食センターや他のセンターにお聞きしたり

している中では、アレルギー専用のお部屋、調理するためのお部屋を作られていると

ころもありますし、小学校と違って中学生ということもあり、またセンターというこ

ともあり、小学校と同じようなきめ細やかな対忚はできないけれども、御自分で除去

をするなり、またデリバリーの給食の中では献立が２種類用意されておりまして、一

つは小麦や大豆、アレルゲンを抜いた献立、もう一つは通常の献立、お弁当の形にな

っているというふうな対忚をされているところも聞いております。 

○岡澤委員長 

  今どきですので、先ほども校長先生がおっしゃっていたのですが、アレルギーの子

どもたちが増えてきているという状況下にあります。そういう面では、そういうこと

については当然のことながら、今後進めるにあたっては対忚をしていただくことであ

ると思います。日本全国ではいろいろな形の工夫をされています。これは発展途上で

ありまして、いろいろな形で可能な限り、自慢のやり方をしているというところも私

は聞き及んでおりますので。実際にそういう面で情報があれば教えていただければあ

りがたいですが、とりあえず今の説明でよろしいですか。 

○龍田委員 

  アレルギーの子どもの中で、自分がこれに対するアレルギーがあるということを周
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りの子に知られたくないという子もいるのです。また、そういう配慮もしていただけ

るようなことがあればと思っております。お願いします。 

○岡澤委員長 

  それは要望ということでよろしいですか。意見ですね。 

  他にございませんか。 

○川北委員 

  先ほどの集中方式と同じように、時間帯のことをわかる範囲で結構ですので教えて

いただきたいと思います。桑名市、相模原市等々の写真が出ましたが、配送されて、

その後の引き上げの時間帯、その辺の流れがわかりましたら時間帯を教えてください。 

  それと、桑名市はお皿か何かに盛られているような写真だったのですが、これはそ

ういう工夫がなされているのか、聞かせてください。 

  あわせて、麺類の可能性があるのかもお願いします。 

○事務局 

  まず、桑名市の写真ですが、ホームページから出させてもらったものでして、保護

者の方々や生徒さんにお知らせするための画像です。実際はお弁当の形で盛られてい

るのですが、メインとなるもの２種類がああいった形で写真で載せられていたので、

その部分を出させていただきました。お皿というイメージではないです。 

  時間帯等につきましては、こちらではわかりづらく、麺等の対忚についても不明瞭

なところがたくさんありますので。 

○事務局 

  時間帯につきましてですが、今申しましたとおり、調べがついていないところもご

ざいますが、基本的な流れ、これは全く同じでございます。検食も当然されておられ

ると思います。委員のおっしゃいましたとおり、いわゆる配膳の時間、これがお弁当

を配るだけの分と食缶から取り分ける配膳の分でかなり時間が違うものだと思います。

その分が残りの休憩時間に充てられるのか、給食を取る時間に充てられるのか、そこ

までは調べがついておりませんが、単純に数分単位で変わってくるものだと認識はし

ております。 

○岡澤委員長 

  私はある時期、大阪府下の某市、中学校給食のあるところに赴任したことがありま

したが、今から十数年前になるでしょうか、Ｏ１５７の中で私も動いた一人でござい

ますが、そのときに給食の全国大会がありまして、私は初めて中学校の給食に接した

ときに感動したし、そのときの子どもたちの対忚、その市は小学校、中学校ともセン

ター方式でありました。全国から調理員やいろいろな方々にお集まりいただく研究会

でちょうどＯ１５７の騒動があったときでございますから、そういう面ではかなり慎

重な配慮もあったのですが、中学生が小学校６年間を積み重ねた上で、ものすごくて

きぱきと配膳をしているという。だから、遊び時間はどうなるのということで言うと、

非常に大きな課題なのですが、ものすごく要領よく、しかも片づけも要領よく、そう
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いう面では小学校の６年間を無駄にせず、うまくジョイントしているというところを

垣間見せていただきましたし、そこの学校の先生方から聞きましたら、修学旅行や宿

泊を伴うそういう折にものすごく上手だと、片づけなどがてきぱきしていると、そう

いうようなことを見るときに、やはりそういうものが指導の中で醸成されていくとい

いますか、そういうようなことを聞いたし、見たしということで言いますと、そうい

う面では給食の、どんな給食でもそうだと思うのですが、指導の中で培われていくも

のだということが印象に残っておりますので、披露させていただきました。 

○事務局 

  先ほどの御質問で１点抜けておりました。 

  ラーメンや焼きそばのデリバリーにつきまして、どうなっているのかという部分に

つきまして、川崎様から。 

○川崎氏 

  デリバリーの時間帯と、麺類等についてなのですが、さっきのスライドの補足とい

うか、あれは多分九州の佐賀市のことを出されてやられていると思うのです。佐賀市

はお弁当給食でやっているのですが、温かいお弁当を出しているのです。あの辺の福

岡や佐賀で結構はやっているやり方で、機内食カートを使って冷たいものは冷たく、

温かいものは温かく出しているのですが、あのやり方は特殊なので、一般的にはお弁

当というと調理したものを急速に冷まして、お弁当に詰めて配送するやり方が一般的

なデリバリー給食です。ただ、冷たいおかずだけではだめなので、温かい御飯で温か

いスープ、例えばカレーや八宝菜というのを温かく持っていくという工夫をされてい

るところが多いです。 

  時間帯なのですが、一般的には１１時３０分ごろに学校へ配送します。そこから、

先ほども写真に出ていましたが、クラス分けをするのに大体２０分かかるのですが、

着いてすぐに校長室へ検食のためのお弁当を持っていきます。それが大体１１時３５

分とか、それぐらいです。２０分ぐらいで準備してしまうのですが、どうしてそれぐ

らいの早い時間に行くかというと、中学校のカリキュラムで４時間目の終わる時間が

結構まちまちの場合があったり、当日の急に変更になる場合が結構あるので、余裕を

持って大体それぐらい行っておれば、変更があっても対忚できるだろうということで、

それぐらいでやっています。 

  ４時間目のチャイムが鳴ってから、休憩時間までが大体１５分から２０分でやって

いるみたいです。４時間目のチャイムが鳴ってから、給食係がお弁当を取りに来て、

教室でお弁当を食べて、配膳室に下げてくるまでが１５分から、長いところで２０分

ぐらいです。比較的短い時間帯で給食が済んでいるというところがほとんどだと思い

ます。 

  お弁当なので、さすがに麺類というのはしんどくて、やはり冷やして提供する関係

上、どうしても冷たくなってしまうのです。ただ、工夫次第では御飯のかわりにうど

んを入れて、温かいカレーをかけてカレーうどんにするとか、そういうふうにしてい
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るところもあると聞いていますが、汁をだぼだぼにしているような、ラーメンのイメ

ージというのはなかなか難しいと聞いています。 

  それから、先ほどの桑名市の件ですが、お皿みたいに盛りつけているというのは、

あれは桑名市は給食をインターネットで申し込んでいるのです。インターネットで申

し込んでいるのですが、インターネットに写真が出ているのです。Ａメニュー、Ｂメ

ニューというように出ているのですが、お弁当箱に盛り込んでしまうと写真が小さく

なって何が入っているかわからないのです。ですので、お皿にメインのものだけを盛

って、大きく写真で見せて選んでいただくというようなことをしているようです。 

  アレルギーの話なのですが、センターではアレルギーをよけられていますが、除去

食はできても代替食は難しいと皆さんが一様におっしゃいます。 

  それから、デリバリー方式なのですが、アレルギーがある子については家庭からお

弁当を持ってきてくださいとおっしゃる自治体もありますし、東京都狛江市ではＡメ

ニューが除去食で、通常食がＢメニューで選択してくださいとされているところもあ

ります。 

○岡澤委員長 

  かなり幅広くご説明をいただいたと思うのですが、他にございませんか。 

○池嶋委員 

  今、九州のほうは特殊だということだったのですが、温かいものは温かく、冷たい

ものは冷たくというのは、それは一番ベストだと思いますので、冷まして冷たいおか

ずを盛る一般的なやり方と、九州の特殊なやり方というのはコストがどれぐらい違う

ものなのですか。 

○川崎氏 

  機内食カートを使うのが佐賀市のやり方でして、春日市や太宰府市、あの辺がやっ

ている方式なのですが、コスト的にはあのカートが１台１００万円ぐらいするものな

のです。一つのカートに入るのが１４０食、それが３種類のお弁当箱を入れるので、

一つのカートに大体４０食から５０食ぐらいしかまかなえないのです。ですので、各

学校で１０台ぐらい必要になってきます。その分が必要だということと、再加熱する

ということから、１０度以下、または６５度以上で配送するということが求められる

ので、技術的に非常に難しいのです。食品衛生上非常に難しくて、そのオペレーショ

ンができる調理業者がなかなかいないというのが今問題になっています。 

○岡澤委員長 

  コスト面については次の案件になるので、よろしいですか。 

○松原委員 

  デリバリー給食方式、僕自身は四條畷市の給食を体験してきまして、現在ある小学

校でつくっているメニューの豪華さにはびっくりしているような次第です。デリバリ

ー方式につきまして、今、小学校で栄養士さん等に見ていただいているように、行政

と言ったら何ですが、中学生の食事に対する弁当の要望、チェック、栄養面やそうい
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う部分、市販でやっているお弁当はその日の献立があって、それを買うか買わないか

という、ふつうの仕事場ではそういう形にしていますが、そういうようなかかわりみ

たいなものはどういうように入れているのでしょうか。メニューの面であったり、ボ

リュームの点であったり、栄養価、そこらのトータル的なバランスみたいなもの、小

学校、中学校の行政側から見た要望やチェックというのはデリバリー方式ではメニュ

ーをつくる中で入っているのでしょうか。 

○川崎氏 

  これは、ほとんど小学校と同じと思っていただいて結構だと思います。非常に栄養

士さんの思い入れが入っていますし、福井県の越前市というところがあるのですが、

ここの栄養士さんに聞いた話だと、あそこは４人の栄養士さんが持ち回りでメニュー

をつくられるのですが、栄養教諭さんが学校に行かれて栄養の授業をされるのですが、

今週のメニューは先生のメニューだねというように子どもたちがわかるらしいです。

それぐらい栄養教諭の先生と子どもたちがつながっているというようにおっしゃって

いました。なので、栄養士さんに聞いても、普通の給食と弁当給食で何が違うのかと

言われたら、ただ単にお弁当箱に入っているか食器に入っているかの違いだけで、子

どもたちは何も意識していないというようなことをおっしゃっていました。ですので、

本当に小学校と全く同じだと思います。 

○松原委員 

  それでは、今言われた場合は、常任の方で回っていただく。仮に今の寝屋川市の状

況、子どもの数、学校の数、そういう際にはそこの人数が増えたりとか、そういう部

分があったりもするのでしょうか。 

○川崎氏 

  これは各自治体さんでばらばらで、例えば４，０００人ぐらいの給食をやっている

のに、１人の栄養士さんでやっているところもあれば、１万人ぐらいのところで正規

の栄養士さんが１人と臨時の栄養士さんが１人だとか、本当にばらばらです。ですの

で、福井県は教育推進のところなので、尐し多いなという感じはしますけども、栄養

士さんの数によってばらつくということは余りないような気がします。 

○岡澤委員長 

  栄養士さんの配置につきましては、規定というのは特にないのですか。 

○事務局 

  後ほどコスト比較表にも書かせていただいておりまして、御説明させていただきた

いと思っておりましたが、栄養士の数につきましては、公立義務教育諸学校の学級編

成及び教職員定数の標準に関する法律、いわゆる標準法というものがございます。そ

れに基づきまして、府の栄養士さんの配置人数については定められているものがござ

います。それ以外に、先ほどご説明もありましたとおり、市の栄養士、これを何人入

れるかという部分につきましては、市の裁量の部分になってまいります。 

○岡澤委員長 
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  まだまだあろうかと思います。とりあえず進行させていただきまして、また不足の

面につきましては振り返ってということにしたいと思います。よろしいでしょうか。 

  続きまして、案件の４番目ですが、先ほどから出ておりましたコストパフォーマン

ス、整備に係るコスト面の比較についてという議題になりますが、事務局より御説明

をお願いいたします。 

○事務局 

  コスト面の比較ということで、４番目の案件でございますが、その前に寝屋川市に

おけます中学校の現在の状況、配膳室を予定しておりますが、それぞれの配膳室につ

いて説明を先にスライドを使ってさせていただきたいと思います。 

  前説としましては、学校側との最終の調整はまだできておりません。あくまで予定

の段階ということで御理解いただきたいと思います。 

  それでは、先に担当より説明させていただきます。 

○事務局 

  それでは、配膳室について説明させていただきます。 

  まず、場所の選定といたしましては、１階の教室で考えております。スペースとい

たしましては、普通教室１教室分、約６３㎡でございます。現在、普通教室で使われ

ているところではなく、多目的室、教材室などを考えております。中に設置するもの

といたしましては、牛乳冷蔵庫、パンケース、御飯食缶置き棚、空調などを予定して

おります。また、コンテナまたは弁当方式で、その場所まで運んでいきます。 

  それでは、学校ごとに説明させていただきます。前の画面と合わせて、一緒にお手

持ちのＡ４版の資料４を参照していただけますでしょうか。 

  １ページ目の第一中学校を御覧ください。Ａ地点の門から進入し、Ｂ地点に配送車

をつけます。そして、Ｂ・Ｃ地点のスロープを利用し、途中Ｄ・Ｅ地点の下足室を通

過して、Ｆの支援教室を予定しております。 

  次に、２ページ目の第二中学校を御覧ください。Ａ地点の門から進入し、Ｂ・Ｃ・

Ｇ地点を通過し、Ｅ地点に配送車をつけます。そして、Ｆの普通教室、今年度管理棟

で耐震工事を行っているため、現在は普通教室として使用されていますが、来年度以

降は元の教材室として使用となる場所を予定しております。 

  次に、３ページ目の第三中学校を御覧ください。Ａ地点の門から進入し、Ｂ地点に

配送車をつけます。そして、Ｃ地点の出入り口から入り、Ｄ・Ｅ・Ｆの図書室を予定

しております。 

  次に、４ページ目の第四中学校を御覧ください。Ａ地点の門から進入し、Ｂ地点に

配送車をつけます。そして、Ｃ地点を通過し、Ｄの会議室を予定しております。 

  次に、５ページ目の第五中学校を御覧ください。Ａ地点の門から進入し、Ｂ・Ｃ地

点を通過し、Ｄ地点に配送車をつけます。そして、Ｅ地点を通過し、Ｆの会議室を予

定しております。 

  次に、６ページ目の第六中学校を御覧ください。Ａ地点の門から進入し、Ｂ地点に
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配送車をつけます。そして、Ｃ・Ｄ地点を通過し、Ｅの支援教室を予定しております。 

  次に、７ページ目の第七中学校を御覧ください。Ａ地点の門から進入し、Ｂ地点を

通過し、Ｃ地点に配送車をつけます。そして、Ｄ地点のスロープを利用し、Ｅ・Ｆ地

点を通過し、Ｇ・Ｈの多目的室を予定しております。 

  次に、８ページ目の第八中学校を御覧ください。Ａ地点の門から進入し、Ｂ・Ｃ地

点を通過し、Ｄ地点に配送車をつけます。そして、Ｅ・Ｆ・Ｇ・Ｈ・Ｉ・Ｊ地点を通

過し、Ｋの備品保管庫を予定しております。 

  次に、９ページ目の第九中学校を御覧ください。Ａ地点の門から進入し、Ｂ地点で

Ｕターンをし、Ｃ地点に配送車をつけます。そして、Ｃ地点のスロープを利用し、

Ｄ・Ｅ地点を通過し、Ｆの備品保管庫を予定しております。 

  次に、１０ページ目の第十中学校を御覧ください。Ａ地点の門から進入し、Ｂ地点

を通過し、Ｃ地点に配送車をつけます。そして、Ｄ・Ｅ地点を通過し、Ｆの学習室を

予定しております。 

  次に、１１ページ目の友呂岐中学校を御覧ください。Ａ地点の門から進入し、Ｂ地

点に配送車をつけます。そして、Ｃ・Ｄ地点を通過し、Ｅ・Ｆ・Ｇの技術室、金工室

を予定しております。ここは普通教室２教室分のスペースがありますので、半分のＥ

側の部分を予定しております。 

  最後に、１２ページ目の中木田中学校を御覧ください。Ａ地点の門から進入し、

Ｂ・Ｃ・Ｄ地点を通過し、Ｅ地点に配送車をつけます。Ｆ・Ｇ・Ｈ・Ｉ地点を通過し、

Ｊの展示室を予定しております。 

  以上が各中学校の状況でございます。 

○岡澤委員長 

  なかなか現場そのものを写真だけでは理解しにくい面もございますが、実際にシミ

ュレーション、やるとしたらという想定の下にお考えいただき、取材していただいた

のではないかと思います。まだまだ一つの試みでございますので、その中で現在、事

務局から説明をいただきましたことにつきまして何か御質問、御意見がございました

らお願いいたします。 

○松原委員 

  私も第一中学校を存じ上げているのですが、先ほど四條畷の森田先生に御説明いた

だいたとおり、多分、配膳室というのはトラックが着いてすぐのところですよね。こ

こだけの動線ができてしまうという、仮に５００ｋｇのものを転がす動線ができてし

まうというのは、若干距離があるなというのは、これを見た限りの感想として言わざ

るを得ないところですね。 

○池嶋委員 

  同じようなことなのですが、５００ｋｇ近いコンテナを、私も第九中学校は知って

いるのですが、下に降ろすということですよね。それについては、何かリフトつきの

車だとか、後ろがゲート式の車なんかを考えておられるということでしょうか。 
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○事務局 

  そのとおり、リフトつきを想定しております。受けて側の設備にもよるのですが、

四條畷市さんのようにプラットホームというものがございません。それを新たにつく

るとなりますと、かなりの費用と時間がかかりますし、また屋根をつけたりしますと、

柱もつけますと建築物という扱いになってしまいまして、いろいろな制約にかかって

まいります。 

  もう一点は、外側に観音開きの扉、受け入れの扉がありましたが、これも受け側は

非常に容易なのですが、いかんせん、それにつきましても本市では想定外でございま

す。実際にはございません。ですので、新たに壁を破ってドアをつけるということに

なりますと、これは耐震性の部分で難しいということで、ぐるっと回って、担当の説

明しましたとおり、長い距離を行かないといけないと。実際には委員のおっしゃった

とおり、５００ｋｇというものをそんなに長い距離を押すのはかなり難しいとは思い

ます。地面、設備の整備、これは必要になってまいりますが、ただ始まることを前提

とさせていただいておりますので、間違いなく整備はしていかなければいけないとは

認識しております。 

○岡澤委員長 

  いろいろな諸条件の枠の中でという条件下にあるわけですが、そういう面でやろう

としたときにそれでいいのかということでは。今までお聞きの中で、森田先生、何か

ご感想をお持ちでしょうか。 

○森田氏 

  大変だと思います。新たにつくっていかなければならない、最初から想定していま

せんので、委員が先ほどおっしゃったように、本校ではコンテナが三つぐらい降りて

くると思います。これが機械ですから、そのまま配膳室に入れられるのですが、これ

だけのものを引っぱっていくのは大変だと思います。 

  先ほどのデリバリーも、見ていたら結構大変だなと思いました。数がもっとふえる

みたいですが、これだけの距離を持っていくと、どちらにしても大変だなという感じ

です。 

  それから、先ほどありましたように、給食をすることによっていろいろとメリット、

デメリットがあるだろうと思うのです。私も同じように給食のない市に行かせていた

だきまして、そのときに小学校６年生から上がってきた新入生が、丸々と太っていた

子が、弁当になってやせ細っていったという経験があって、なぜだろうかと言うと、

弁当が用意できなかったのです。パンになったり、時には弁当なしで、そのときにい

なくなる。結局、自分が弁当を持ってこられないということを知られたくないと、そ

ういったケースがあって、そのときに四條畷は給食にしてよかったなという思いをし

たことがございました。 

  もう一つは、先ほどおっしゃったように、本校でも泊を伴うときに、旅館等に行っ

たときの片づけが本当に手際よい。これは慣れております。わずか短時間の中で用意
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して、そして片づけをしなければなりませんから、食器の片づけ方とかそういったも

のが、小学校からもう訓練されていますので、これは本当に早いし、整然として片づ

けます。これは給食の持っているものだなと思います。 

  もう一つは、こういう配膳をするということに対して、やはりクラスの中で組織立

って給食当番を決めなければなりません。こういったことによって、クラス経由とい

うものが一つふえるわけです。これは非常に、朝の学活、終わりの学活、清掃指導、

これ以上のものがあります。先生の負担というのは非常に大きいと思うのです。ただ、

これをクラスづくりという形でした場合には、非常に効果的にクラスが、学級づくり

の一つの方法としては非常にいい形を担っていると、このようにも思います。 

  一長一短ございますが、そのような感想でございます。 

○岡澤委員長 

  中学校給食のよさといいますか、功罪ではないのですが、波及効果みたいなものも

御披露いただきましたが、今、話をしているのは、ある意味テクニックの面とか、導

入するに当たっていろいろと心配な面をお話ししていただきましたが、将来的な見通

しということと、中学校給食の意義、必要性、こういったものもまとめて校長先生か

らお聞かせいただいたように思います。 

  前後いたしますが、皆さんはどうでしょうか。 

○川北委員 

  先ほど事務局から予算のお話、この後も多分出ると思うのですが、来年だけではな

く、長期にわたって運営をしていくわけですので、学校としましては負荷ができるだ

けかからないものというのは、希望は出てこようかと思います。当初の予算化、四つ

の案が出ております。それぞれの中で最大のメリットを生かして運営をしていかれる

と思いますが、Ａ案になればＡ案の中でできるだけコストダウンを、Ｃ案になればＣ

案の中のコストダウンというようになろうかと思います。５年、１０年、２０年とい

った場合に、今の例で言いますとプラットホーム式が当初の予算はかかるということ

であったとしても、長期にわたって運営がうまくいくようであれば、そういうことも

御検討いただけたらと思います。 

  もう一つは、人的な配置なのですが、四條畷市はお二人、寝屋川市は技能職員の配

置等の件でいきますと、配置人数が違う現行があります。そして、今、四條畷市で運

営されていることがそのままいかないということが出てきますし、そうなると校内の

職員の手を借りてとなるのかならないのか、学校サイドからしますと、そういうこと

も含めて御配慮いただけたプランにしていただけたらと思います。予算がよい効率で

動いていく、そういうようなことも御検討いただき、予算化をお願いできればと思い

ます。 

○岡澤委員長 

  今、川北委員から、やる以上はいいものをということは究極の願いでございます。

そういう面では、いろいろと制約、諸条件等もあろうかと思うのですが、その辺の意



 

－19－ 

図も皆さんもお考えだろうと思います。 

  今、川北委員さんから御発言のあったことも関連しまして、各方式の整備に係るコ

スト面の比較について、事務局からお願いします。 

○事務局 

  では、お手元の資料５を御覧ください。一覧表になってございます。①自校方式か

ら④のデリバリー方式まで順番にかいつまんで説明させていただきます。 

  ①自校調理方式、縦に説明させていただきます。食数と書いてございます、その上

の代替検討委員会分の提示分につきましては省略させていただきます。２段目の食数、

これにつきましては各中学校、これの生徒数と教職員数を合算した数字を書かせてい

ただいております。調理員等は除いた数字になります。ですので、第一中学校につき

ましては５８０人、第二中学校は７１０人、以下ずっと数字がございまして、トータ

ル１２中学校が６，８２０人が必要な食数と考えてございます。 

  次に、イニシャルコストと書いてございますが、まず先般ご質問もございました建

物の面積を、一定目安で書かせていただいております。第一中学校につきましては４

５０㎡、以下書かせていただいております。これの根拠と申しますか、文部科学省の

国庫補助基準面積というものがございます。それをベースに現状の状態、各メーカー

さんに問い合わせた中で、その面積かける一定の倍数で大体の予測が立つのではない

かということを基にはじいた数字でございます。トータル１２中学校をたしまして５，

８５０㎡ということになってございます。 

  建築費につきましては、これは実はなかなかはじき難いというか、他市にも問い合

わせをかけたのですが、なかなかまちまちというか、元からあって、そこだけを建て

られたというのはなかなかございませんでして、今回資料提供としては間に合ってご

ざいません。 

  次に、②親子調理方式をたてに説明させていただきます。２段目の食数、これも先

ほどと同じ状態で、生徒数と教職員数を足してございます。東小学校、池田小学校と

いった小学校を書かせていただいておりますが、各小学校、左の中学校と横並びでご

らんいただきまして、東小学校につきましては第一中学校、これを親子方式で調理し

た場合についての生徒数、教職員数、ですので、小学校と中学校を足した数字でござ

います。池田小学校以下１２校、近いところでということでチョイスさせていただい

ております。トータル延べ人数、これは小学校を含めまして１万３，５２１人、約１

万３，５００食分のものが必要になってくるということでございます。 

  イニシャルコストの必要面積につきましても、先ほどの基準に従いましてはじいた

数字でございます。これも、あくまで目安でございます。ただ、これは現在の小学校

の調理場と別に、例えばグラウンド等に新設、移設をして改築した場合の面積でござ

います。仮にトータルといたしまして、１２小学校で１万１，８４０㎡となってござ

います。 

  親子調理方式につきましての建築については、これは先ほどの自校方式と同じく未
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定の状態でございます。 

  右に行っていただきまして③給食センター方式、これにつきましては必要食数が自

校調理と同じ６，８２０食、これは絶対に必要になってきます。ただ、その下に書い

ております小学校の給食調理場改修工事、現在使われている給食調理場、小学校にお

きましてかなり痛んでいる部分もありますが、いずれ建てかえというものが想定され

ます。それを代替的に給食センターでまかなった場合という想定をいたしまして、約

８，０００食が必要なのかなというベースでございます。 

  必要建物面積につきましても、下に書いてございますとおり、文部科学省の国庫補

助基準面積からはじきまして２，８５７㎡となってございます。これは、あくまで調

理場の部分の面積でございます。これ以外に、例えば会議室や事務室、そういったも

のが必要になってくるかと思います。 

  ④デリバリー方式につきましては、説明もなく、イニシャルコストはほとんどかか

りません。民間調理場でございますので、省略させていただきます。 

  ①の自校調理方式に戻っていただきまして、左のランニングコストの部分でござい

ます。一番上は前回の提示分でございます。真ん中の段、必要人員、これにつきまし

ては字が小さいのですが、各中学校調理師、栄養士、これの人数を先ほど言いました

標準法に基づいて一定積算させていただいた数字でございます。第一中学校におきま

しては調理師５名、栄養士ゼロといった感じでございます。 

  下の注釈書きをごらんいただきますと、府栄養士、これに配置につきましては、先

ほどの標準法に従いまして５５０人以上１校に１人配置、５４９人以下の４校につい

て１人配置ということでございます。５５０人以上を超えておりますのが第二中学校、

第三中学校、第五、第六及び第九中学校でございます。この５校以外の７校につきま

して、４校に１人配置されるということで、単純計算いたしまして２人配置されると

考えてございます。トータル調理師５８人、栄養士が７人という概算でございます。 

  委託料につきましては、ずらっと数字を書かせていただいております。注釈書きの

とおり、現在、小学校で６校委託をしております。その委託料に基づいて、各食数ご

とに一覧表を作成しまして、計算した限りではじいた数字、これも概算でございます。

トータルで２億６６３万３，０００円、これが委託料の一定の目安となってございま

す。 

  親子調理方式について、中段の必要人員につきましては同じ基準で書かせていただ

いた数でございます。トータルとしましては調理師が９３人、栄養士が１２人という

ことでございます。これは小・中合わせてということでございます。 

  下の委託料、これにつきましても積算の根拠は自校方式と全く同じでございます。

単純に足し算いたしまして、トータル３億７，８９２万７，０００円が委託料の目安

でございます。 

  給食センター方式にいっていただきます。これにつきましては、必要人員が各市町

村さんでいろいろとございますが、例といたしまして四條畷市さんが３６人の調理員、
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栄養士が３人、その他２名につきましてはセンターの事務員や所長さんだと思います

が、それが２名いらっしゃいます。食数は６，２８８食です。東大阪市、こちらもセ

ンターでやっておられまして、調理員が６４名、栄養士７名、これは委託業者さんか

らの栄養士７名ということでございます。それ以外の栄養士としまして４名が配置さ

れております。トータル食数は１万１，０００食でございます。 

  その下、委託料でございます。これも目安としまして、四條畷市さんが約１億４，

０００万円、これは運搬配送業務等の包括的な契約をされておるようでございまして、

約１億４，０００万円ということでございます。東大阪市におかれましては尐し高く

なっておりまして、調理業務委託が２億円、運搬配送業務が１億３，０００万円、た

だこれは小学校の給食センターということで情報をいただいております。 

  デリバリー方式につきましては、別紙資料７を参照ということです。 

  ちょっと戻っていただいて、イニシャルコストの別紙６をごらんいただきます。 

  こちらで共同調理場、いわゆる給食センターの一定の目安、これを業者さんに問い

合わせていただきまして、目安としていただいている数字です。この中で、本市にお

きましては８，０００食を目標ということで先ほど述べさせていただきました。建築

面積及び建築費、厨房設備費、総工費ということでそれぞれ載せさせていただいてお

ります。総工費としましては２０億８，２００万円です。 

  その下がランニングコストの想定でございます。これも給食センターということで

業者さんに問い合わせていただいた数字でございます。年間の目安としまして４，１

２７万円、これが想定の金額でございます。 

  資料７、資料６の裏面をごらんいただきます。これがデリバリー方式の大阪市と高

槻市におけます資料、問い合わせした内容を資料として出させていただいております。 

  学校数、食数についてはごらんのとおりでございます。高槻市さんのクックチル方

式というのは、チルというのはチルドとお考えいただいたらいいかと思います。いず

れも選択希望制となってございますが、前日に調理をいたしまして、冷却して保存す

る、チルドするということで、当日、予約数に忚じまして蒸気で加熱しまして、それ

を配食するという方式を書かせていただいております。 

  続きまして、ランニングコスト、大阪市の委託料でございます。これは１食当たり

２８０円で、これは調理業務、献立作成等を給食費の中に含んでおられる契約でござ

います。高槻市につきましては１食当たり３４０円、内訳は材料費１８０円、調理業

務費１６０円ということでございます。 

  配送料、これは大阪市さんの基本料金が６７万３，２００円、以降４０食まで１日

３，６００円、以降２０食ごとに１，８００円を加算した数字ということでございま

す。高槻市さんにつきましては１１カ月の契約となってございまして、１，１５８万

４，６８０円でございます。 

  人件費につきましては、大阪市さんが年間５，２６５万９，２００円、これは１日

当たり２，２００円としまして年間の稼働実数１８７回をかけた数字かと思います。
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高槻市さんにつきましては１，２４１万４，６００円（１名）ということでございま

す。 

  大阪市さんの調理員数、これはそのときの食数と内容によってということでお伺い

しております。献立作成の専任としましては栄養士を１名立てておられます。高槻市

さんにつきましても、同じく調理員数、これは献立内容によって違うようで、栄養士

としましては２名を専任されております。  

  以上、かいつまんだ説明でございますが、説明とさせていただきます。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。 

  なかなかイニシャルコスト、初期投資経費も含めて、ランニングコストも大体これ

ぐらいと想定したものでございますので、こんな費用の中でどの方式がいいのか、お

金がまず先にあってということでは決してないと思いますが、きちんとした想定の中

で考えていかなければならない問題です。各方式の整備に係るコスト面の比較につき

まして、事務局より御説明いただいたとおりです。ただいまの御説明に対しまして、

委員の皆さんから何か御質問、御意見がございましたらお願いいたします。 

○岡澤委員長 

前回のときに、親子調理方式というのは法的に可能かどうかということもありまし

た。そのような面もどうでしょうか。 

  それでは、限られた時間ですので有効に使いたいと思います。先ほどの委員の御提

言も含めまして、事務局からお願いいたします。 

○事務局 

  資料８の説明がすんでおりませんでした。申し訳ございません。資料８でございま

すけども、今の各方式に絡みまして、学校設備の用途地域を載せさせていただいてお

ります。各学校の用途地域は準工業地域や第一種中高層住居専用地域等を載せさせて

いただいております。 

  資料８の裏面を御覧いただきますと、丸を書いておりますのが該当部分でして、自

校調理方式につきましては第一種、第二種低層住居専用地域から準工業地域まで及び

市街化調整区域、これが可能な部分でございます。給食センター及び親子調理方式に

つきましては、前回の１回目で申し上げましたとおり工場扱いになりますので、準工

業地域から市街化調整区域までの該当部分に建てることが可能という部分でございま

す。 

  資料８の表に戻っていただきまして、運動場の面積も記載させていただいておりま

す。これにつきましては、資料５で大体の面積を書いております。仮に運動場に給食

調理場を建てた場合、これからその面積数を引いたものが元の運動場の面積になって

まいります。 

  もう一点、説明が抜けておりました。イニシャルコストの比較でございます。自校

調理方式と親子調理方式につきまして、これも１回目で委員から御質問がありました、
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大阪府の補助金の中で１校当たり２億１，０００万円を上限とすると考えておられる

という部分から引っぱりまして、これは想定でございますが、２億１，０００万円掛

ける１２校、約２４億円から２５億円がそれぞれかかってこようかという計算でござ

います。 

  以上でございます。 

○岡澤委員長 

  今の御説明に加えて、皆さんからの御質問、御意見をお願いいたします。 

○藤田委員 

  資料７で先ほどご説明のありました、大阪市、高槻市の栄養士さんは、１２８校実

施している中で栄養士さんが１名ということですよね。寝屋川の小学校の場合、いつ

も配っていただいている献立ができるまでというのは、４カ月前にそれぞれの栄養士

さんが献立を立案されて、また技能職員さんや調理員さんたちの検討会があってとい

う、すごく丁寧な過程を経て給食に至るのですが、１人だけで献立を立てられている

というのに驚いてしまいました。 

  それと、四條畷市が食数としては同じぐらいですけれども、やはり学校数が尐ない

にもかかわらず、早く届けるために急がれて、すぐれたコンテナを使われているとい

うことですが、寝屋川市は１２校の中学校があるわけですから、もっと配送時間がか

かるということで、もっと短時間でつくっていかなければならないことになると、献

立はどのような内容になるのか大変疑問に思います。 

○岡澤委員長 

  スタートするに当たって、いろいろと先にある心配というようなものも含めてお出

しいただければありがたいですが、御忌憚なく。 

○池嶋委員 

  これは次回までに調べていただきたいのですが、自校方式から給食センター方式ま

で、この三つは配膳の時間が要ります。デリバリー方式は配膳の時間が要らないとい

うことで、配膳をやられている市とデリバリーをやられている市の時間割、タイムス

ケジュール、それがもしわかれば参考になるかなと思います。 

○岡澤委員長 

  これは、事務局の次までの宿題ということで。わかる範囲でしたら、今おっしゃっ

ていただいたら結構ですが。 

○事務局 

  そこまでは調べておりません。 

  一つ前の質問ですが、校数で時間がかかるのではないかとおっしゃっておりました

が、一つの２ｔ車、配送トラックで大体３校分ぐらい積めます。要は台数を、本市で

は１２校ありますので４台、四條畷市さんでしたら３台ぐらいかと思いますが、そう

いった加減で、配送時間につきましてはそんなに差はないものと考えております。回

る手順、コースにもよります。 
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  ２点目の御質問につきましては、次回までに調べさせていただいて、提供させてい

ただければと思います。 

○岡澤委員長 

  それでは、その点をよろしくお願いします。 

○龍田委員 

  デリバリー方式をこの近隣でしている市はあるのか。デリバリー方式のところも、

自校方式のところも、センター方式のところもすべて時間を、できるだけたくさんの

学校の例を挙げていただければと思うのです。最初のほうにセンター方式の給食の配

膳時間、四條畷の校長先生に教えていただいたのですが、慣れている学校とこれから

しようとしている学校とでは時間のかかり方も違うと思いますので、たくさんのサン

プルがあれば参考になると思いますので、よろしくお願いいたします。 

○岡澤委員長 

  委員の皆様の御意見、できるだけ可能な限りお願いします。 

○藤田委員 

  献立を詳しく知りたいです。それを専門家の栄養教諭さんや栄養士さんに一緒に見

ていただいて、栄養バランスや食育の観点から献立を見ていったらいいのかなという

ことを私たちも学んでいきたいということが１点と、今、龍田委員もおっしゃったよ

うに、今日もすごくたくさんの資料を提示していただいて、よくわかったのですが、

今後、何十年も子どもたちが給食を食していくので、委員の責任として、見るだけで

はなくて味見をしたいと思います。デリバリー方式を実施されているところが、遠い

ところばかりなので味見は難しいかと思うのですが、実際に食してみておいしいと思

えたら勧められるのではないかと思います。 

○川北委員 

  前回の要望で、今日はお二方のアドバイザーに参加いただいております。何回もお

越しいただくことはできませんので、特にお弁当のところのよさということももう一

度アピールしていただいたり、四條畷市さんの今やっている集中方式の中で生徒たち

がこんな形で喜んでいるとか、こういう活動をしているということがありましたら、

これから食育という観点も入ってきますので、そういうところも教えていただければ

と思います。 

○岡澤委員長 

  いろいろと御質問、要望も出ておりますが、とりあえずお二方への質問、簡単にお

願いできますでしょうか。 

○川崎氏 

  お弁当方式についてお話しさせていただきます。 

  私、今、大阪府下でも検討委員に選んでいただいたりして、先日、近隣市の中学校

を全部回ってきたのです。現場はどういうふうになっているのか見てくださいという

ことで、全部見てきたのです。そうすると、やはりプラットホームをつくるとか、配
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膳室の確保というのがすごく難しくて、トラックの乗り入れすらできない学校という

のがたくさんあって、先ほど図面を見せていただいていて、自校式ができる可能性が

ある学校は幾つあるのかと思って見ていたのですが、多くて三つ、建つだろうという

のが二つぐらいしかなかったのです。第四、第五、第七だったらいけるかなと見てい

たのですが、それぐらい難しいという気がしました。 

  校長先生の校長会などにも出させていただいて、お話を伺ったりするのですが、や

はり学校への負担というのが給食を始めるにあたっては、ものすごく大きいのです。

先生方の御心配というのも、ものすごくお話しいただきまして、私は学校の現場にあ

まり行ったことがないのでわからないのですが、やはり時間、カリキュラムに追われ

ていて、一般論ですが、給食の時間をできるだけ割きたくないというか、延ばしたく

ないというような意見が多いです。そこを危惧されている先生が非常に多くて、食缶

方式という配膳が伴う方式だと、比較的長くて３０分ぐらいは取られるので、給食が

１５分だとすると、１５分延ばすのは非常につらいというお話をいただいたりだとか、

生徒が配膳室に取りに来るのですが、そのときに事故が起こったら怖いというお話を

すごくいただきます。なので、今から全然やっていないような状態で、生徒たちも全

然給食の習慣がないような状態から、ゼロから始めるにあたって、やはり現場に一番

負担のない方法を選んでくださいというようなことで、デリバリーを選ばれる自治体

さんが非常に多いと感じています。 

  ただ、すごくいいことをおっしゃる栄養士さんもいらっしゃいまして、別に食缶方

式がよくて、弁当が悪いとかいうのではなく、それぞれの自治体でいろいろな条件を

鑑みたときに、やはり弁当方式がよかったねというふうに生徒たちに言っているとお

っしゃる皆さんもたくさんいらっしゃるのです。一方では、今は家庭からのお弁当を

お持ちだと思うのですが、お母さんのお弁当というのも残したいし、でも給食もした

いしということで、いいとこ取りをするには選択制のデリバリーがいいのではないか

というように、デリバリーを選択される自治体さんはそういったことをおっしゃると

ころが多いという感じがします。 

  なので、できるだけ開始するハードルを下げて、開始するのがいいのかなと思いま

す。 

  ある学校のアンケートを見せていただいたことがあるのですが、デリバリー方式の

給食のアンケートなのですが、生徒たちがどうしてデリバリー給食を食べるのですか

というアンケートの質問がありました。そこで一番多かったのは、「学校給食だか

ら」という意見が一番多かったのです。そこでは、既にデリバリーランチというのを

学校給食として生徒が認識しているということと栄養士さんがおっしゃっていました。 

  校長先生のお話で、給食を始めて一番よかったことはどういうことですかと聞いた

ら、教室がすごく落ち着いたというようなことをおっしゃるのです。これは数字では

わからないですが、明らかに落ちついたと。どういうことなのですかと聞いたら、食

べられていない子が食べられたからすごく落ちついたというようなことをおっしゃっ
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ていました。だから、やり方ではなく始めることに意義があったのだなと、その校長

先生はおっしゃっていました。 

  私は弁当が専門なので、弁当のことしかわかりませんけれども、いろいろな栄養士

さんなり、校長先生なりから伺った意見です。 

○森田氏 

  有効な方法という御質問でございますけれども、この辺のところは一長一短がござ

います。本校も４年前に私が赴任したときは非常に荒れた学校でありまして、その場

合のときの給食というのは非常に大変なものがございました。担任の先生を始めとし

てです。 

  だた、やはりこれは食育にもつながってくるわけで、そこをまた逆の方法でこれを

活用して、子どもたちに食というものを考えていく最前線です。そのものについて課

題はたくさんあります。残飯のこと、多さ、メニューによって変わるとか、クラスの

担任の先生方の配膳方法の取り組み、弁当ではこれはできません。それぞれ子どもた

ちに平等な形で配膳していく、そして一斉にいただきますをする前に、子どもたちの

食を考えて、太さ、細さ、そういうところで子どもたちに自己申告をさせて、いった

ん子どもたちの注いだものを加減する。そして、食べられる子どもについては、その

分を後で追加していくとか、それぞれ担任の学級経営の方法というか、工夫というの

が非常にたくさんの余地が残ってくるわけでございます。 

  配膳方法でございますので、担任だけで学校給食はできません。やはり副担任、校

務員さんを始め、すべての学校にいる教職員が子どもたちの食を一緒になって、一体

となって給食を配膳しなければならないということで、この辺の大変さはございます。 

  最初に持っていくときには、一つのクラスでも忘れ物はないのか、他のクラスとの

間違いはないのか、これは担任ではできません。副担任、あるいはその他の職員がそ

こに貼りついた形でしなければなりません。もちろん汁物もございます。この汁物が

完全密閉であっても、子どもたちの持っていく道中でこぼれたりします。これを子ど

もたちが踏み込んだりしますと、そこが汚れたりします。これをだれが掃除するかと、

やはり生徒が掃除したり、あるいは他の職員が掃除したり、こういったこともござい

ます。こういったことで本当に一長一短がありますが、その食べることに対してみん

なで取り組むということが最大のよさではないかと思います。 

  余談ではございますが、給食がありますと、ふだん来ない子どもたちも来ます。給

食前に必ずやって来ます。食べて帰ります。 

  答えになっているかわかりませんが、以上です。 

○岡澤委員長 

  それぞれの立場、御経験も踏まえて、お話をしていただきました。 

  今、進行の上で不手際があり予定の時間まであと４分ぐらいとなってまいりました

が、まとめというようなことではないのですが、たくさんの宿題が出てまいりまして、

お二人の方の説明でかなりいろいろな面で長所、欠点、それこそリアルに御説明をい
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ただいて、よりよくわかっていただいたのではないかと思います。これは、私どもが

今後検討するにあたって、目の前にいる寝屋川市の子どもたちにとって何を大切にし

ていかなければならないかということについても、今後、委員の皆様にはお考えいた

だきたいし、ない袖は振れないという部分で言いましたら、大人の立場から子どもた

ちに何を提供していくことが大事なのかというようなことも視点につけ加えていただ

きましたらありがたいと思います。 

  それで、宿題についてはよろしくお願いします。 

  そこで、もう時間がありませんので、子どもたちのニーズ、意見、こういったもの

はどんな形で取り入れるのかアイデアがありましたらどうぞ。 

○事務局 

  今の宿題の件でございますが、先ほど御質問のありましたカリキュラムの変更の事

例、それと献立の部分、これは後半予定しておりますソフト面のほうで集中的に御議

論いただければと思っておりまして、資料が整い次第、委員の皆様には提供させてい

ただきます。 

  各方式の事例を集めていただければとおっしゃっておられましたが、これは近隣市

のどの部分を取らせていただけばいいでしょうか。コスト的な面なのか、人的な面、

どの辺が必要なのか具体的にありましたら教えていただきたいと思います。 

  次に、いろいろな利点が各方式でございますが、給食センターにおきましても、実

はデリバリーの利点を取り入れた、お弁当方式を取られている市も事例としてはある

ということもつけ加えさせていただきたいと思います。 

  もう一点、アンケートにつきましては、今、アンケートの内容について事務局で最

終案をまとめております。夏休みということもありますが、何とか次回、第３回の検

討委員会の中でその辺を御報告させていただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

○岡澤委員長 

  どの程度までということで、これは事務局にお任せして、できるだけ精度が高いも

のをということで、可能な限りということでお願いしたいと思います。そういう面で

は、夏休みの中で難しい点もあろうかと思うのですが、次回までに今おっしゃってい

ただいた点もよろしくお願い申し上げたいと思います。 

  大変不手際が続きまして、長くなりました。本日、意見交換した内容につきまして

は、次回までに事務局に取りまとめていただきまして、次回の検討委員会に御提示い

ただければと思っております。よろしくお願いします。 

  それでは、最後に次回、第３回の検討委員会の開催日程を確認したいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○事務局 

  次回の第３回の開催でございます。事前に委員の皆様の御都合を伺ってございます

が、９月１日の木曜日、１９時からの開催ということで御了承いただきたいと思いま
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す。場所につきましては、本館エスポアール第２講義室ということで、隣の部屋にな

ります。よろしくお願いいたします。 

  ３回目でございますが、１回目、２回目のまとめを事務局でさせていただきまして、

中間的なまとめという形で第３回の検討委員会では提示させていただきたいと思って

おります。また、それをベースに先ほどの宿題も踏まえまして、中間的なものを、第

４回ぐらいをめどに何とか取りまとめいただきたいと考えてございますので、よろし

くお願いいたします。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございました。 

○事務局 

  これで本日の委員会を終わらせていただきます。長時間ありがとうございました。 

 

 

 


