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会議名  中学校給食検討委員会 

開催日  平成２３年９月１日（木）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 

 

○宮永施設給食課長 

  第３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。 

  本日も御多忙中にもかかわらず、委員の皆様、御出席を賜りまして、誠にありがと

うございます。本日の委員会におきまして、６名の委員全員の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。 

  では、早速ですが、岡澤委員長に委員会の進行のほう、よろしくお願いいたします。 

○岡澤委員長 

  改めまして、皆様、こんばんは。 

  何だか、大型台風が近づいているということで、御心配のようでございますが、ど

うぞ、本日、皆さん、忌憚のない御意見をいただきまして、進行してまいります。あ

とは、座らせていただいて、進行させていただきますので、どうかよろしくお願いい

たします。 

  先ほどもありましたように、第３回となりますが、寝屋川市中学校給食検討委員会

をただいまより始めます。本日の案件は、皆様のお手元に配付されています次第のと

おりでございます。 

  それでは、案件の１番目です。事務局より御説明をお願いいたします。 

○事務局 

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

いただきます。まず、表紙が検討委員会の次第でございます。次に、資料１、第２回

中学校給食検討委員会（要旨）、裏表の印刷が１枚ございます。次に、資料２－１、

他市の状況、これも裏表印刷で合計が６ページ、３枚ものとなっております。次に、

資料２－２、これが、Ａ４の横書き、他市の状況（給食センター方式における日課）、

次のページが、同じく他市の状況（デリバリー方式における日課）が２枚ございます。

続きまして、資料の３、中学校給食導入に向けての生徒のアンケート結果概要と題し

まして、６ページもの、裏表印刷の３枚がございます。次に、資料の４、（案）寝屋

川市中学校給食検討委員会中間報告書、これがございます。最終は１４ページまでご

ざいます。 

  以上が本日配付の資料でございますが、ここで、一部記載の資料の中に誤記があり

ますので、訂正をさせていただきたいと思います。資料の２－１の３／６、６ページ
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中の３ページ目でございます。四條畷市の導入市のセンター方式の概要が載ってござ

います。下段のほうの表でございます。それの学校数、小学校がなしで中学校が１８

校となってございますが、間違いでございまして、正確には小学校が７校、中学校が

４校でございます。訂正をさせていただきます。 

  それでは、もし、足りない資料がございましたら、事務局のほうまでお申し出いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 

  ないようですので、では、早速案件について、他市の状況について、説明をさせて

いただきます。 

  資料１につきましては、前回第２回検討委員会の要旨となってございます。内容に

ついては、皆様御一読いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

  次に、資料２－１及び資料２－２につきましては、前回、第２回検討委員会の意見

交換の中で、特に委員の皆様、気になされておりました他市の状況、どのような方式

で採用されて、どのようなタイムスケジュールになっているかなどという部分につき

まして、まとめをさせていただきました。事務局のほうで手分けしながらサンプルを

集める努力はさせていただきましたが、なかなか皆様の意に添えてない部分もあろう

かと思います。御了承いただければと思います。 

  では、まず、資料２-１でございます。八戸市から最後の亀山市までの１２市の状

況をまとめてございます。上の段、表の下段のほうでございます給食搬送から搬出と

いった項目をおもにごらんいただきたいと思います。各搬送時間、配膳時間、給食時

間、片付け時間、搬出時間等まとめてございます。これを一覧表に抜粋いたしました、

資料２－２、横書きになっておりますグラフ化されたものがございます。こちらが、

各給食センター方式及びデリバリー方式でのタイムスケジュールを見やすくグラフに

させていただいたのですが、一部、資料２－１におけます配膳時間と書いてございま

すところと、資料２－２のグラフの中に書いてございます配膳、給食という手前に配

膳という部分がございますが、これについては、若干、異なってございます。資料２

－１の配膳時間というものにつきましては、学校に届きました食缶もしくはお弁当を

各配膳室、クラスの前ですとか、配膳室に配膳する時間が書かれている市もございま

す。資料２－２のグラフの中における配膳というものにつきましては、各クラスの中

で、各生徒が弁当もしくは食缶を配膳する時間ということで、多尐異なってございま

すので、御了承いただきたいと思います。最終的に、まとめといたしましては、昼食

時間につきましては、自校調理方式で大体おおむね４５分から５５分ぐらい、給食セ

ンター方式におきましては、４０分から５０分くらい、デリバリー方式におきますと、

４０分から５０分の時間帯になってございます。 

  本市の各中学校、多尐差はございますが、昼食時間おおむね４５分ということで、

その中身も実施としましては可能な範囲でございますけれども、休憩時間と申します

か、そういったものが今よりはかなり短くなるものと想定されます。資料２－２の一

番上のほうにつきましては、一例としまして、寝屋川市の第六中学校の時間帯を載せ
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させていただいております。最終的に、イメージとしまして、このグラフを御覧いた

だければわかると思うのですが、実際に本市のほうで平成２５年度に導入するわけで

ございますが、いかなる方式になりましても、やはり試行期間というものを設けさせ

ていただこうとは考えてはございますが、その中で具体的なカリキュラム、これも考

えていく必要があるのかなという考えは持っております。案件１につきましては、簡

単でございますが、以上でございます。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございました。ただいま事務局のほうから説明がございました。委員の

皆様から何か御質問、御意見等ございますでしょうか。 

  これは、インターネットか何かで。 

○事務局 

  各市、政令都市を絞りまして、施設給食課からアンケート用紙をファクスなりで送

付させていただきまして御回答いただいた分です。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。 

  一応、アンケートを採られる市は、意図的、計画的にとか、そういうことはなしに。 

○事務局 

  特にはございません、無作為です。 

○岡澤委員長 

  無作為で。 

○事務局 

  はい。 

○岡澤委員長 

  感想でも結構でございますので、お願いします。 

○龍田委員 

  資料１の２／６の甲府市のデリバリー食缶方式をもう尐し詳しく教えていただきた

い。 

○岡澤委員長 

  よろしいですか。資料１の甲府市、２／６ページです。 

○事務局 

  方式についてということでよろしいですか。 

○龍田委員 

  はい、どのような。 

○事務局 

  デリバリー方式というのは、今まで議論されていた中では、お弁当というイメージ

があると思いますが、食缶で配送されるやり方を取られているものでございます。カ

ッコ書きで書いておりますとおり、平成２２年度以前は、お弁当で配送されるやり方
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で実施されていたということでございます。 

○岡澤委員長 

  平成２２年、去年以前は民間委託弁当、デリバリー方式ですね、まさに。 

○龍田委員 

  デリバリー食缶というのは、学校給食みたいに食缶できて、それで配膳していく。 

○事務局 

  そうです。 

○龍田委員 

  民間方式と同じような感じかなというイメージが、そんな感じ。 

○事務局 

  そうですね。公設なのか民設なのかという違いなのかなと思いますが。 

○岡澤委員長 

  何かものすごく数字だけという、愛想のない感じだけだけど、何か、評価とかそう

いうコメントみたいなものは、これで満足しているとか、そういうコメントは、お聞

きになっていないのでしょうか。 

○事務局 

  すみません。確かにおっしゃるとおり、ちょっと愛想がないのかもしれません。タ

イムスケジュールに絞りまして、問い合わせをかけておりましたので、方式について

は、どうですかという部分の問いは、対応しておりませんでした。 

○龍田委員 

  資料５／６の四日市市ですけれども、デリバリー方式となっておりますが、設置年

度のところを見ましたら、平成２０年度に５校、平成２２年度に１６校ということは、

四日市市の小学校・中学校、全部で６２校あるんですけれども、これは、順次、給食

を取り入れていくというふうに考えたらいいのでしょうか。時間帯ではなくて、方式

でお尋ねして申し訳ないんですけれども。 

○岡澤委員長 

  全体数でいくと、小学校を足して６２校ですね。中学校に限ってなのかな。 

○龍田委員 

  それで見たら、１校足りませんね。 

○岡澤委員長 

  １校足りないな。 

○事務局 

  年度で順次、実施しておられる部分について、平成２０年度の１１月に５校、平成

２２年度１月に１６校、これは極急のデータだと思われます。差し引きしました校数

については、それ以前にやられているものと思われます。 

○龍田委員 

  すみません。ややこしい質問をして申し訳ないです。今ここでちょっと話をしてい
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たのは、ひょっとしてこれは中学校の話ではないか。中学校が５校、１６校、それか

ら直営調理場方式が１校あるので、ちょうど２２校になりますので。 

私、ここに興味を持ったのは、寝屋川市と同じように最近になって、給食というこ

とを取り入れている学校なので、今まではお弁当だったのが給食になった。そうした

ら、今、私たちが検討をしている寝屋川市の中学校でこんなことが心配だとか、こん

なことはどういうふうにクリアしたのだとか、そういうことがここの四日市市にお尋

ねしたら、聞けるのではないかなと思ったんです。もし、調べていただけるようでし

たら、苦労された点や、解決された点などありましたら、またそれも教えていただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 

○事務局 

  わかりました。 

○岡澤委員長 

  よろしくお願いします。 

  何か、随分とデータがあるので、目がなかなか行き届かないんですけど、グラフの

ほうでは、ぱっと時間帯がわかるようになっています。 

  はっきり言えることは、寝屋川第六中学校の場合の昼食時間に比べて、他市の状況

というのは、尐し時間がかかる、これは間違いないですね。 

○龍田委員 

  今の寝屋川市の昼食の時間帯、４０分休み時間があるんですけれども、給食になり

ましたら、これがすべて給食に取られる。ということは、この後に２０分くらい休憩

時間を取らないといけないと思っているんです。どんなふうにしてその２０分間を捻

出しようか考えています。 

○岡澤委員長 

  なるほど。カリキュラムをさわらないといけないということですか。 

○龍田委員 

  はい、終礼の時刻が遅い場合、あとに押していくだけなんですけど。 

○岡澤委員長 

  放課後の時間帯も考えるという必要も起こってくると、部活動等も含めて。 

○龍田委員 

  はい。 

○岡澤委員長 

  いろいろと課題がありますが。 

○池嶋委員 

  よろしいですか。 

○岡澤委員長 

  どうぞ、お願いします。 

○池嶋委員 
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  すみません。今の時間の問題なんですけど、保護者の間では話をしていたのは、お

弁当を今まで持って行っている、それが、給食になるということは、朝、お弁当をつ

くる時間が要らないのだから、朝、ちょっと前倒しにして、それは構わないのではな

いかというような意見もあったんですけど、その辺は学校としては、どうなんですか

ね。 

○龍田委員 

  すみません。勤務時間が８時半からになっておりますので、それより以前にという

時間設定は無理です。今でもうちで８時２５分あたりに遅刻チェックしているのです

けれども、それも実は余りよくないことかなと思います。 

  すみません。８時半以降でないと動けません。 

○岡澤委員長 

  それは、私も、当然しかるべきだと思うし、私の知る限りでは、全国そういう形で

は、きちんと守らねばならないという。親の気持ちはわからないでもないけれども、

しかし、それは。そういう話題が出てきたということですね。 

  では、一応時間帯、帯だけ見ていただいて、これぐらい時間がかかるんだなと、ち

ょっとデコボコございますが、そういう形で理解をしていただいて、次に進ませてい

ただいてよろしいですか。 

  では、続きまして、案件２番目のアンケート結果の概要についてでございます。そ

れでは、事務局より、御説明をお願いいたします。 

○事務局 

  それでは、お手元の資料３、中学校給食導入に向けての生徒のアンケート結果概要

を御覧いただきたいと思います。 

  本アンケートにつきましては、中学校給食の導入に向けまして、生徒たちの意見、

これを聞くことに重要性がございます。資料の表紙の１／６にございますように、８

月２０日に中学生サミットに参加された生徒６２名の皆様に御協力いただきまして、

集約したものでございます。 

  １枚目、２／６から説明します。問１につきましては、現在の昼食、これをどうし

ていますかという問いに対しまして、傾向としましては、お弁当が約６割、お弁当も

しくはコンビニを利用するというものが残り４１％、その他もしくはコンビニ等に限

定という生徒についてはゼロでございました。 

  問２につきましては、問１でコンビニ、パン屋等もしくはお弁当で、該当する生徒

のうちのコンビニ、パン屋等で何を買っていますかということでございますが、主に

パン、おにぎりの主食が９割ほどを占めているという結果でございます。 

  問３でございます。お弁当を食べるのにかかる時間でございますけれども、１５分

以内が大体７６％、おおむね２０分以内でほとんどの生徒が食べ終わっている現状が

伺えます。 

  問４、小学校での給食について、でございますけれども、大変満足、まあまあ満足、
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普通、これを入れますとほぼ９割を占めてございます。小学校の給食に対して、おお

むね好印象でございます。 

  その好印象の大変満足及びまあまあ満足につきまして、問５で、何がという問いで

ございますが、内容の４割と１番が妥当でございますのは、やはりおいしいという給

食もしくは、温かい物が食べられる、こういうことも重要という傾向がございます。 

  あくまで尐数派ですが、問６につきましては、給食があまりよくなかったと、何が

よくなかったですかということについては、当番が嫌という回答が２割ほどあり、嫌

いな物が入っていたという回答も多かったという結果でございます。 

  続きまして、５／６、問いの７でございます。思うことを次のうちから３つ選んで

くださいということで、傾向としましては、健康にいい、荷物が軽くなるという肯定

的な意見がございましたが、給食当番がある、休み時間が減るなどの否定的な意見も

若干ございました。 

  好きな食べ物、メニューは何ですかと、これは複数回答を求めましたところ、第１

位から第５位までは、カレーライス、ラーメン、揚げパン、ゼリー類、豚キムチ、シ

チュー等という順位になってございます。 

  多彩な食べ物、メニューを生徒の皆さん書かれておりましたが、全体的に主食類が

４割ほどを占めているというところでございます。 

  次に、最終ページの問９でございます。どのような中学校給食になればいいと思い

ますかと。先ほどの小学校の給食のイメージもあろうと思いますが、おいしい給食で

あるということが一番関心が高いということと、意外だったのが栄養バランス、これ

についてもかなり関心が高いと、やはり小学校からの教育が行き届いているのかなと

いうところを感じたところでございます。 

  以上、簡単でございますが、アンケートの説明をさせていただきました。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。中学生サミットにおけるアンケート結果について、その概

要を説明していただきました。ただいまの説明に関しまして、委員の皆様から御意見、

御感想、御質問を含めてお願いします。 

ただ、中学生サミットの６２名というと、これは、参加者というのは、答えからす

ると割と大人に近いような感じになるのでしょうか。 

○事務局 

  生徒会関係の生徒たちです。 

○岡澤委員長 

  生徒会関係。 

○事務局 

  おもに生徒会、１２校各校から３名ないし５名くらい出ております。 

○岡澤委員長 

  こういう言い方をするといかがなものかと思うのですが、割と良識を持って臨んで
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いると、これは言い過ぎですか。これは、無礼なことになるのかな。その辺も含めて、

このアンケート結果、ただいまの説明についてどうでしょうか。 

○龍田委員 

  今、おっしゃられたことですが、中学生サミットというのは、中学校の生徒会の子

どもたちで構成されているものなので、学校の代表という形になっておりますので、

持っている意識は高いのではないかと思います。 

○岡澤委員長 

  なるほど、ありがとうございます。意識は高いと。 

  率直に受けとめるということで。 

  何かお気づきのことございませんか。 

  最初の１／６ページのところでは、生徒会執行部で「いじめ撲滅」「笑顔挨拶（あ

いさつ）」「環境広報」、三つの行動目標ということからしても、龍田委員のおっし

ゃるとおり。 

子どもたちの意見だということで、事実として受けとめる必要があろうと思います

が、何かつけ足しとかございましたらお願いいたします。 

○松原委員 

  中学生が寝屋川市の給食をいかに楽しんでというか、興味して食べられていたか、

今、親も小学校の給食に対しては、かなりの安心感と満足を保護者のほうでは置いて

います。そのつながりで、問３で、先ほど、弁当の時間というのが、おおむね１０分

から１５分、１０分以内ということが、７０％以上超えているということは、先ほど

の他校のアンケートの昼食時間というものとリンク、結びつく部分が若干あるのかな

と思いながら、今、ちょっとグラフのほうを見させていただいたんですが、６２人と

いう子どもたちのアンケートなんですけれども、ほとんどの生徒が２０分程度の昼食

時間ということで、この問３で挙げられていますので、この時間を目安にすると、先

ほどのセンター方式より、デリバリー方式の昼食時間というのも、判断には若干なる

のかなと思います。あとは、ダイエットと大盛りというのが、尐しおもしろいなと思

いましたけれども、思春期の子どもですので、そういう部分も若干あるのかなと思い

ます。 

○川北委員 

  よろしいですか。 

○岡澤委員長 

  どうぞお願いいたします。 

○川北委員 

  今日で３回目ということでかなりいろんな資料も出していただきながら、本当に加

えていることなんですが、私自身は今まで中学校給食というのをあまりよく知ってお

りませんでしたので、いろんなデータを出していただいて、目が外に向いて広くデー

タをいただいたと、それと比較しながら自分の中で構成をしようと思って進めてまい
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りました。しかしながら、あと数回の会議で結論ということになりますので、今回寄

せていただくときに、一つは内なるつながりということで、小学校の給食と比較もま

た、つながりも視野に入れて検討というふうに自分の中では考えております。 

  ちょうどその意味で、このアンケートが出ておりましたので、小学校の給食に対す

る満足度が高いということで、今日はちょうど２学期始まった関係でこちらのほうに、

９月の予定の献立表を学校から持ってまいりました。数年前に給食費の変更というこ

とで、その折に非常に検討いただいて、私もその中にかかわっておりましたけれども、

例えば、御飯の主食が以前よりも多くなったことであるとか、それからメニューにつ

いても、非常に工夫がなされるようになってきたとか、いうことで、先ほども、ＰＴ

Ａの方の代表の中から満足しているというようなこともお伺いいただいておりますけ

れども、非常に寝屋川市の小学校の給食につきましては、非常に評価が高いと聞いて

おります。私自身も、他市の先生方のほうから、とりわけ、除去食、個に応じた対応

ということについて、非常に寝屋川市では丁寧にやっていただいていると、どんなふ

うにされているのかということで、直接聞かれた機会もたくさんあるんです。こうい

うふうな子にはこのようなことを、調査を行ってこうしているというようなことを話

をしますと、非常に驚いておられる市がたくさんあります。ですから、今度中学校給

食になった場合、内なるつながりと言いますと、つまり小学校の給食と比べて、中学

校の給食はというような評価観が出てきたり、同じ市なのにというようなことが出て

きたり、そういう視点もあろうかなと思うんです。ですから、寝屋川市がプライドを

持って今までやってきた内容を中学校給食にどうつなげるかというような視点も、非

常に大きな面ではないのかなと思います。そういう意味では、ここのアンケートにあ

ります、温かい食事であるとか、それから多彩なメニューというんですか、それから、

バランスのとれたというような、一部の生徒の意見ではありますけれども、そういう

ものも垣間見られますので、このことをどのような形で具現化していくかというふう

なことも、非常に重要な視点ではないかなと考えております。 

  また、いろんな予算のことであるとか、それから、運用の方法とかありますけれど

も、一番最初に出されました方針の中で、以前も触れましたけれども、安全安心な学

校給食というのを一番に、例にも挙がっておりましたように、今、求められている食

に対するよりよい内容を子どもたちに食させていくシステム、こういうものも非常に

大きな観点ではなかろうかなと思います。それから、小中一貫という言葉も趣旨に入

っておりましたので、小学校はこれと、中学校は全然違う形でというふうな、余りに

もよさが消えてしまうような形というのは、多くの保護者の方や市民の方には、賛同

が得られないのではないかなという気がいたしております。何より、子どもたちが喜

んで食べてくれるというのが、一番ですので、この５の意見もまたこれからも出させ

ていただきたいなと思っております。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。具体的な御意見を賜りました。 
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  かなり、給食については、この子どもたちのアンケートは肯定的であると、あと、

我々が考えていくという段階では、検討会では十分考えていく必要がありましょうし、

どこまで、どういう範囲でやるかということ、いずれにせよ、私もこの８月２０日、

ちょうどアンケートの日に、某所で、元こちらのほうの校長先生のお勤めの方の食育

というプレゼンを聞かせていただいたように、すごいな、今校長先生がおっしゃった

ような報告を聞いていました。その結果としては、バランスのよいとか食育について、

随分小学校６年間で至っていくと、これはここで、切ってはいけないなという思いが

強く印象に残っておるところです。 

  子どもたちのアンケート、本当に真剣に考えているのが目に浮かぶように思います。

安心安全、おいしい、喜んで食べられる、栄養のバランス、こういったものを求めて

いるようでございますので、そういうことを踏まえまして、よろしいでしょうか。 

  どうぞ、遠慮なく、もう尐しお時間ございますので。 

○龍田委員 

  すみません。よろしいですか。 

○岡澤委員長 

  お願いします。 

○龍田委員 

  今、川北校長先生が小学校の給食と中学校へのつながりということで、お話しいた

だきました。私どものほうは、お弁当から給食へ変わるということについてなんです

けれども、この変わる年度、中学校２年生、３年生にのみかかわることなんですけれ

ども、お弁当というのは子どもたちにとって、親御さんとのつながりがあるものなん

です。中学校になりましたら、お弁当になります。子どもらは、「お母さん忙しいの

にお弁当作ってくれてるねん。」とか、「うちお弁当は３つもつくらんとあかんけど、

朝早く起きてつくってくれている。」とか、「冬の寒い日も朝早く起きてつくってく

れてるねん。」、中学生の生意気な子どもたちが、家で親御さんに直接お礼を言うこ

とは余りないと思うんですけれども、学校で担任にそういう話をする、「今日はお弁

当のおかず、こんなので、僕の好きなもの入れてくれてるねん。」、そういうところ

からも、子どもたちは親御さんに感謝している、また、きっとこのお弁当が家に帰っ

て、親御さんに返すときに「今日のおいしかったよ。」と言う、これも保護者とのつ

ながりになっていると思うんです。お弁当にはお弁当のよさもたくさんありますので、

それが給食になるということで、この親とのつながりに関しても、また私たち学校現

場の者が給食に変わったときに、何らかの形で、教えていかないといけないこともあ

るかなと思っております。 

  以上です。 

○岡澤委員長 

  大阪がこれまで大事にしてきた部分で、親の愛情弁当のよさというものの御披露い

ただきました。そういう愛情を存分に浴びている子どもたちの姿と、実際にはそうで
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ない家庭の子どもたちの姿がまた、かいま見えるわけでありますが、その辺、どうい

うように評価するのか。 

○松原委員 

  よろしいですか。 

○岡澤委員長 

  お願いいたします。 

○松原委員 

  今、先生がおっしゃってくださったように、お弁当という部分につきましては、体

が大きくなって、食が進んでくれば、お弁当箱も大きくなったりとかいうように、子

どもの成長を見守る部分が多々あるかと思います。でも、先ほど、おっしゃっていた

ように、小学校で食育を進め、若いお母さんたちが、その子どもたちの栄養バランス

とか、勉強する中でも、子どもは給食の献立を楽しみにしている、また、親御さんも

学校から出される資料とかで子どもの成長にかかわる食事についての、勉強ではない

ですけど、そういう部分も多々されている部分があったりするように私は、ＰＴＡを

やっていた中で思っておりました。廊下に食事のこと、食べること、また食物のこと

なんかも大きく先生方が貼り出して、子どもたちへアピールしながら、いろんなもの

を体が求めて、それで食べていかなければならないという部分も、教育の中であった

かと思います。 

  私、最初、申しましたときに、中学校で給食を体験している人間ですので、それこ

そ給食をさっと食べて、校庭に走って出て、中学校のときは、みんなでグラウンドで

走って、また昼からの授業を受けるというような形で、当番を思いながら、というよ

うな部分でそういうようなことを、普通にやってきたので、そういう過渡期について

は、いろいろな思いがあったりもするかとは思うんですけれども、この問７で、ちょ

っと僕、家でお弁当をつくってもらう、また、つくらなくてもいいという部分が、子

どもたちは子どもたちで確かにありがたいと十分思っているのかなと思ったりして、

それが、もし、なくなれば、お母さん楽になるなとか、ややもするとつくっている子

もいるかもしれないような感じなので、その部分の負担も楽になったりしたら、それ

は、その時間とか、その気持ちの余裕とかが、もし、子どもたちとの違うようなかか

わりに持てたりすると、またそれはそれで、一つの部分になったりするのかなと思っ

たりします。岡澤先生が最初におっしゃられた弁当文化の話を１回目のときにされて

いたのですが、多分に偏食の部分もあったりする、功罪織りまぜていろんなものがあ

るよというようなことをおっしゃっていたのを、僕も聞いていて、確かにそうかもし

れないなとそういう部分も含めると、十分子どもたちはお弁当をつくってもらってい

ることについては、感謝しているのかなと思ったりしますから、それは、その小学校

でやられていた食育も含めた中での、食に対する考え方で、十分子どもたちはわかっ

ていけるのではないかなとか思ったり、この問７のアンケートについては、ちょっと

おもしろいなと思いましたけど。 
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○岡澤委員長 

  私も、ちょっと何日かのこういう検討委員会に参加させていただいて、大変印象に

残っているのは、前も申し上げました、お昼弁当、社会の変化というのがあります。

女性の社会参加が当たり前の時代になってきている、そして、でも、大阪では、愛情

弁当という伝統のものがあって、今もなお、それは否定できない。でも、親御さんに

したら、朝と晩にたっぷり愛情シャワーの御飯を用意する、だから、お昼はお願いし

たいと、こういう意見が割と他市でもよく聞かれた話題でございます。それが、大変

印象に残っております。今、そういう面では、時代が多尐は、オールジャパンの８

２％が中学校給食がなされているという事実、こういう面については、一方では無視

できないなと、というのは、言ったら、大阪は遅まきながらそういうことに火がつき

始めたというふうに受けとめています。そういうことでは、そのいろんな状況が、補

助金の問題もあろうと思うんですが、それ以前からそういう形で取り組む市が増えて

きているという事実がございます。 

○川北委員 

  よろしいですか。 

○岡澤委員長 

  どうぞ。 

○川北委員 

  先ほども言いましたけれども、栄養バランスの点で事務局のほうに質問をさせてい

ただきたいんですけれども、４つの案を提示いただいたときに、この栄養バランスの

お話は何回か出てきたように記憶しております。小学校の給食につきましては、献立

を栄養士さん、いろんな担当の方々が、工夫をして、つくっていただいているという

現実があると思います。中学校になった場合、そういう今の小学校の組織というんで

すか、別枠になるのか、同じような形になるのか４つの方式によって、変わってこよ

うかなと思うんですけれども、わかる範囲、説明できる範囲で結構ですので、もしも、

こういう方式になったら、こんな形で考えているとかということが、提示できるよう

でしたら、お願いしたいと思います。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。 

  事務局のほう、どうぞ。 

○事務局 

  ４つの方式を提案させてもらいました中で、それぞれにおきまして、小学校の栄養

士とかかわり方につきましては、多尐は変わってくるかとは思います。具体的に今あ

るのではないかとおっしゃいましたけれども、各方式が決まりましてから、順次と考

えていますけれども、やはり、先ほどから、議論されております小学校とつながり、

これは、重要視しなければならないのではないかと十分考えてはございます。 

○岡澤委員長 



 

－13－ 

  お願いします。 

○池嶋委員 

  先ほどから、話が出ています大阪の弁当文化なんですけれども、それはそれでいい

ことがすごくあったのだと思うんですけど、私ら、これ始まる前にＰＴＡのほう、市

のＰＴＡのほうの中学校部会にアンケートを採ったときには、否定的な意見は、給食

に対しては、ほぼなかったんですよね。保護者は、期待しているというようなことだ

と、僕はとらえているんですが、ちょっとよそごとですけど、弁当がなくなることに

よって、今の大阪の弁当文化の中で、私もそうなんですけど、子どもと一緒に弁当を

つくってもらっているんです。お父ちゃんね、そのお父ちゃんにも弁当がなくなって

しまうのではないかなというような心配もありますけど、これは、給食にするという

前提の話でいけば、この資料３の問いの５、６ですよね。この５のほうが満足してい

る子どもたちのアンケートで、６のほうが不満があったという子の意見だと思うんで

すけれど、両方とも味・量・メニューというのが、これはもう一番初めに出てくる話

だと思うんですよね。その辺はもちろん、川北校長が言われるように、小学校の給食、

非常においしいです。給食参観なんかやるとうちもランチルーム４０人ぐらい入るん

ですけれど、あふれてしまうぐらいになります。保護者、参加します。非常においし

いという評判はあります。だからそれは、何とかして引き継いでいってもらって、一

つこの満足のほうの問５のほうなんですけど、この味・量・メニューを除いた５７％

の中の３１％の人が温かいものが食べられたということを挙げていますよね。これ非

常に大きな数字だと思うんです。だから、その辺を何とか第２回のときに九州のほう

の特殊なカートの話も出ましたけど、何とか温かいものがデリバリー方式にしろ、配

送センター方式にしろ、温かいものが食べられるというようにしてやりたいなとは思

います。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。 

  この温かいものというのが、子どもたちの意見で大にする必要があろう。そういう

かかわりでのこと。 

○龍田委員 

  感想を。 

○岡澤委員長 

  はい、どうぞ。 

○藤田委員 

  給食センター方式とデリバリー方式における他のところを見せていただいて、とて

も見やすくしていただきました。デリバリー方式のほうで高槻市、それから大阪市は、

搬送時間から配膳までの時間が長いと思いました。給食センターはまだ近いなと感じ

るんですけれども、高槻は、搬送が７時から行われる。ということは、何時ごろから

つくっておられるのかなというふうに思いました。２００食ぐらいだから多人数でつ
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くられたら、十分につくれるかなと思いますが、それでも、給食時間はやはり１２時

４０分からですので、つくってからの時間というのが、前にも申し上げましたように、

保温とか冷蔵をしっかりされていても、かなり早くからつくっておられるものを食べ

るというのは、新鮮さの点がどうなのかなと思いました。大阪で、４，０００食をつ

くられて、９時から搬送されるということは、何時ぐらいからつくられているのかな

ということは、どういう中身の献立なのかなというのが、先週、給食センターのもの

を詳しく説明していただいたので、よくわかりました。デリバリーのほうは、その辺

がまだ、不十分ではないかなと思います。 

  以上です。 

○岡澤委員長 

  という、率直な感想ですか、どうですか。 

○事務局 

  デリバリー方式につきましては、やはり、高槻市が１８校ですが、選択制を取られ

ておりまして、２００食とかなり尐数でございます。７時からと言いますのは、おそ

らく学校給食ということではございませんので、いわゆるお弁当ですので、ほかのと

ころを含めまして、高槻の学校対象だけではなく、食事をつくられるので、早いのか

と認識はしております。 

  ただ、先ほどから、委員さんがおっしゃいました温かいものということを考えます

と、７時につくっておいたら、とても考えられません。それも事務局のほうも認識は

いたしております。 

○事務局 

  すみません。 

○岡澤委員長 

  どうぞ。 

○事務局 

  高槻市のことでちょっと補足をいたしますと、クックチル方式という形で、チルド

に保存をしておいて、学校でスチームコンベクションオーブンで温めてというふうな

対応をされているというふうにお聞きしております。 

○岡澤委員長 

  だから、汁ものとか、温かく食べたいというものについては、温かくするという、

そういうことをしている。 

○藤田委員 

  お弁当の麺類とかも、いったん温め直してということですか。 

○岡澤委員長 

  それは、例えば、御飯とか、そういうものはどうなっているんですか。 

○事務局 

  詳しくはわからないんですけれども、御飯なんかは保温の容器に入れたりとかとい
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う対応をされているのかなと思います。 

○岡澤委員長 

  もしそういうものも調べられたら、お願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

○池嶋委員 

  同じことなんですけど、それは、高槻市の場合は、各学校にそういう設備があると

いうことなんですか。 

○事務局 

  はい、そうですね。 

  大阪市のほうでも、一応各学校の配膳室のところで、冷たいものとそれから温かい

ものを別々に保管する設備は整えておられるというふうにお聞きしております。 

○岡澤委員長 

  配送は早くする。冷たい、それを子どもの口に入るときは温かくするようなシステ

ムがある。こういう理解でよろしいですね。これは、大阪市も高槻市も同じと。恐ら

くこれ、想像でものを言ってはいけないんですけど、四日市も亀山市もデリバリーの

ところはそうなんでしょうね。 

  できればそういうことも気に係るところですので、何せ子どもたちには温かいもの

を求めているという、このニーズにどう工夫するかという。 

○龍田委員 

  すみません。 

○岡澤委員長 

  お願いします。 

○龍田委員 

  そうしたら、温めるための職員というのは、配置されるということなんですかね。

すみません。全然わけがわからない質問をしたようですけれども。 

○岡澤委員長 

  いえいえ、わかります。 

○事務局 

  温める専用の職員ということではなく、配膳員ということで各校に配置されると思

います。 

○岡澤委員長 

  だから、この仕事を兼ねていると。 

○事務局 

  そうですね。配膳員のほうで兼ねていると。 

○藤田委員 

  別件で。 

○岡澤委員長 
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  別件、どうぞ。 

○藤田委員 

  子どもたちのアンケートの中の問９、６／６なんですけれども、どのような中学校

給食になればいいと思いますかというところで、ダイエット・大盛り等と書いてある

んですけれども、これというのは、つまり残したければ残したい、大盛りにしたい子

は、大盛りにできることだと思います。デリバリーの場合だったら、決まった量です

よね。では、残したい子はそのままで残して、ふたをする。大盛りにしたい子は、だ

れかからもらうということになるのでしょうか。 

○事務局 

  中学校給食ではなくて、デリバリーの給食をされているところからお伺いしていま

すと、女の子と男の子というのが、量の違いがあるので、大盛り、小盛りとも選べる

というか、注文のときに申し込めますよというふうなのは聞いているところもありま

す。 

  また、均一の御飯の量ですと、お弁当箱ですと、クラスに２つぐらいは予備で、た

くさん要る子には、その２つ分の中から分け合ってというふうな工夫をされていると

いう話を聞いたことがあります。 

○岡澤委員長 

  当然、起こってくる問題だとは思いますが、弁当の量、これ、特に中学生になると、

格差と言いますか、小学生よりも増幅されるということでしょうね。そういう問題が

起こってくるという。 

  いろいろと課題を挙げていただいておいて、やがて実施するときには限りなく、そ

ういう思いで、かなえていただければありがたいですね。 

  ここは、それについては、検討する場でございますので、いろんな諸条件もあろう

と思うんですけど。 

愛情弁当で、その額面どおり親の愛情を受けて、そして、親と子どものきずなが一

層深くなるということについては、それはそれで十分理解できるのと、同時に今一番

大きな問題、栄養のバランスということとか、好き嫌いをなくす、親でも解決できな

いところが多々あります。愛情が過保護になったときには好きなものだけ与える、結

果的には好き嫌いを助長するというふうな負の面もあるということを多くの市で、し

たがって好き嫌いをなくす努力、親の愛情もわかるけど、ひょっとして過保護を間違

った愛情に手を貸しているというふうなことについては、学校給食というのはそれに

食育という視点では果敢に立ち向かうというには、大変いいのだということも一方で

伺っております。そういうことでは、決して親に不信感を抱くという、どうなってい

るんだというそういう悪い見方ではなくて、事と場合によったらそういう今どきの子

どもたちに、十分にそこで考えさせる、またこれは今後、食育という側面でも議論は

していかなければならないと思いますが。 

  はい、どうぞ。 
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○龍田委員 

  すみません。先ほど私、お弁当のメリットの話をしたんですけれども、その後、松

原委員さんが、給食の献立表の話をしていただきまして、その献立表が親子での話題

になったらいいとかいう話をしていただいた、その話がすごくよく理解できたんです

けれども、献立表によって、子どもも保護者の方も両方の食育ができるのではないか、

これが栄養のバランスが取れているものなんだということの勉強にもなりますし、ま

た、親御さんが子どもさんに「今日の給食どうだった、おいしかった。」と聞く、そ

うしたら、「家で食べたこともないこういうものが出ていた。」、それを聞いて、親

が、啓発されて、また家での食事も考える。こういう献立表の利用の仕方をすれば、

親子のつながりも取れますし、また、食育にもなりますしということを今、感じてお

ります。 

  以上です。 

○岡澤委員長 

  そうですね。小学校なんかはそういうことが特に寝屋川市の場合はうまくいってい

るというようなことなんでしょうね。献立表は、考え抜いた挙句のバランスやら、家

では用意できないものも、学校給食では用意できるということで、そういうものを食

べて、食わず嫌いではなくて、食べてみて、嫌いになった人もたくさんいるかもしれ

ませんが、そのようなことも含めて、親子の会話を促進するということもあるんでし

ょうね。それが、小学校ではうまくいっていると。 

  はい、どうぞ。 

○松原委員 

  よろしいですか。私、小学校のＰＴＡをそこそこ長い間やらせていただきまして、

多分に献立も含めた子どもたちの食事という部分については、本当に栄養士の先生も

しかり、なんですが、給食調理員さんの気持ちが、今、小学校は、自校式でやってい

ますので、子どもたちの顔を見て、つくられているようなイメージすらあって、卒業

式、入学式については、すべての職員さんに出ていただいて、子どもたちを迎えてい

ただく、送り出していただくというような、そういう形で子どもたちを、今、小学校

では迎えて、勉強また給食に子どもたちが一生懸命遊んで、勉強してというような空

間を、今、寝屋川市の小学校で構築されていると、私は保護者の立場からすごく感じ

ている部分です。 

  となると、先ほどのそれを享受してきている子どもたちが、このアンケートに答え

ているように子どもたちの希望と感想というのは、申しわけないですけど、自校式で

あったり、親子調理方式であったり、つくる人が見えるような状況というような形が

かなり反映されているようなアンケートの結果になっているのではないかなと思った

りします。だから、それこそ、先ほど言われた献立表なんていうと、僕は仕事で弁当

を持っていって、子どものメニュー見たら、こっちのほうがうまそうだ、ずっと。こ

んなものを食べているのというようなそれぐらいおいしそうな献立の台所の冷蔵庫に
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張り出して、明日はこれというような形で小学生の子どもたちは見ていたり、また、

それを楽しみにしていたり、困ったなと思ったりする子もあるのかもしれないですけ

ど、そういうような形で進んでいくと、やはりこのアンケートというのは、寝屋川市

の小学生の子どもたちが受けてきた給食のシステムのいいところをたくさん受けてい

るんでしょうねというような感想は受けました。 

○岡澤委員長 

  ということで、うかがい知るということでございます。とりわけ、献立表について

は、大変評価の高いところでございますし、あと、いろんな諸条件等もあろうかと思

いますが、こういったことについては、評価したい。 

  小学校のそういう給食を受けての中学校給食導入に向けての生徒アンケートという

ことで、大体皆さんの思いは、お出しいただけましたでしょうか。私たちはいろんな

条件下にあるということを十分知りつつも、こういうものをということで検討してお

りますので。これは、これで、とりあえず終わらせていただいてよろしいですか。 

  それでは、３番目の中間報告（案）、ある程度、市の状況というか、当初の計画ど

おりに進めていく必要があろうと思いますので、そういう中間報告も必要ということ

で、３号議案でございます中間報告（案）についてでございます。それでは、事務局

より御説明のほどお願いいたします。 

○事務局 

  それでは、中間報告（案）の説明に移らせていただきます。お手元の資料４を御覧

いただきますでしょうか。委員会の当初より説明させていただいております、また、

今、委員長も申し上げましたとおり、寝屋川市では、中学校給食導入、これを平成２

５年度、なるべく早い時期にと考えてございます。今回、第３回の検討委員会におき

まして、委員の皆様にこれまでの意見交換、議論の内容、これを中間報告（案）とい

う形で、いったん集約をさせていただきたいと思います。次回、第４回の検討委員会

で、最終的に中間報告を取りまとめていただきたいと思っております。この点につき

ましては、事前に委員長には御説明を差し上げまして御了承いただいておりますが、

他の委員の皆様につきましても、御了承いただきたいと思うのですが、よろしいでし

ょうか。 

○岡澤委員長 

  はい、お願いします。 

○事務局 

  それでは、お手元に配付させていただいております資料を説明させていただきます。 

  まず、目次でございます。「はじめに」から「基本方針」、「実施方式」、「各実

施方式に係る議論」、「検討結果」、そして、「むすびに」と「参考資料」、これが

中間布告の内容骨子案と考えてございます。 

  １ページ目の「はじめに」の欄でございますが、ここは今、空白のまま今回は挙げ

させていただいております。寝屋川市の状況でございますとか、今までの議論の内容
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を含めまして、内容をここに記載する内容につきましては、また委員長とも、調整を

しながら、最終的に第４回、次回には提示させていただきたいと考えてございます。 

  次、２ページ目は、「基本方針」でございます。これにつきましては、第１回検討

委員会で御提示差し上げた内容でございます。 

  次に、３ページ目、実施方式でございます。これも当初に、第１回目に御説明差し

上げた各方式、４方式でございます。 

  ３番目、「各実施方式に係る議論」、これにつきましては、今までの意見交換、議

論の内容を簡単でございますが、文章として取りまとめいたしております。参考とし

ましては、下のほうに第２回目にオブザーバーお二人、お迎えしている内容を記載さ

せていただいております。 

  続きまして、５ページ目及び６ページ目に各方式の比較のまとめとしまして、一覧

表をつけさせていただいております。課題、主なメリット、デメリット等につきまし

ては、前回及び前々回に御提示させていただいたものに多尐プラスアルファしてござ

いますが、ベースとしたそちらを引用させていただいております。 

  コスト面につきましては、あくまで概算の数字、これを記入させていただいており

ます。コスト面の欄の一番下のところでございますが、１０年スパンで考慮した経費

ということで、各４つの方式を挙げさせていただいております。中学校給食導入にあ

たりまして、以後ずっと続けていくわけでございます。一定の目安としまして、１０

年間で、概算でこれぐらいかかりますというところを入れさせていただいております。 

  あと、かいつまんで説明をさせていただきますが、自校調理方式におきましては、

トータルイニシャルコストが２６億６，０００万円、年間のランニングコスト２億８，

０００万円、１０年間でイニシャルコストを含めまして、５４億６，０００万円、親

子調理方式につきましては、これは、どれぐらいの規模になりますか、ちょっと見当

がつきませんので、下から上まで幅を持たせて出させていただいております。結果と

しまして、１０年間で５５億２，０００万円から６６億円ぐらいはかかるのではない

のかなというところです。給食センター方式につきましては、当初の建設費などなど

で２１億８，０００万円、ランニングコストで年間１億７，０００万円、１０年間で

３８億８，０００万円、デリバリー方式につきましては、イニシャルコストはほとん

ど受入設備の中学校の経費だけでございます。ランニングコストにつきましては、あ

くまでこれは目安でして、カッコ書きで書いておりますとおり、委託料の単価、この

３２５円でございますけれども、他市の実績の最低値１６０円と、調べましたところ

の最高値４９０円の間を取りまして、あくまで参考として３２５円とさせていただい

ております。 

  委託の内容につきましては、各市さまざまでございまして、多尐これは前後するも

のと考えますが、あくまで平均でいきました。１７０日につきましては、小学校の給

食日数は１８６日ぐらいです。ですが、中学校につきましては、１７０日ということ

で、ちょっと尐ないです。６，８２０食、これも前回説明いたしましたとおり、寝屋



 

－20－ 

川市の中で、生徒数及び教職人数を合わせまして６，８２０食、あくまで１００％実

食をしたと仮定いたした金額でございます。 

  下のほうをごらんいただきます。給食センター方式の主なデメリットのところが真

ん中で２段書きになってございますが、給食センター方式におきましても、前回、最

後のほうに私のほうから説明をさせていただきましたが、食缶方式と弁当方式、この

２つの方式がございます。弁当方式につきましては、今のところ九州の佐賀市のほう

でしか、利用されておりませんが、そういう方式もあるということで、そのデメリッ

トもしくは内容につきまして、書かせていただいているところでございます。 

  次に、７ページ及び８ページ、「検討結果」のところでございます。これにつきま

しても、空欄になってございます。今回、委員の皆様におきましては、ここの検討結

果について、意見をまとめ、御意見集約をしていただきたいと思います。 

  次に、「むすびに」ということで、これも、「はじめに」と同じ状態で、後ほど入

れさせていただきます。あとは、添付資料、参考資料ということで、載せさせていた

だいております。 

  甚だ簡単でございますが、以上、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。 

  まだまだ、「むすびに」、「検討結果」等、空白の欄がございますが、ただいまの

事務局からの説明の補足といたしまして、今後、本検討委員会は、合わせて６回のプ

ログラムといいますか、計画で進めております。しかしながら、平成２５年度実施と

いう、大枠というか、そういうものがありまして、その市の意向を考えましたときに、

実施方式の議論など、現段階における委員会の検討結果を、とりあえずは中間報告と

いう形でお伝えすることで、市における今後の方針決定の円滑化につなげていきたい

と考えます。 

  それでは、意見交換に移る前に、事務局からの御説明に関しまして、とりあえず委

員の皆様の御意見、御質問をお願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

○川北委員 

  コスト面ですが、１０年スパンでということですと今後１０年、１０年がこの金額

になるんですか。 

○事務局 

  最初に、イニシャルコストが当然デリバリーを除きまして、かかってきます。あと

の各年度におきましては、ランニングコストの積み上げになりますので、ランニング

コストの下の欄に書いてございますトータルの金額、自校調理方式でしたら２億８，

０００万円、親子調理方式でしたら２億８，０００万円といったものが毎年加算され

ていくということでございます。 

○川北委員 
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  単純にそのデリバリーを見ますと３億８，０００万円、毎年かかるということです

ね。そうすると、当初の予算は低くても、今後かかる費用は高いというような、簡単

な見方ですけれども、よろしいでしょうか。 

○事務局 

  はい、そのとおりでございます。給食センターと比較いたしまして、１０年間で大

体同額になりますが、それ以降は年間で給食センターでしたら、例えば１億７，００

０万円、デリバリー方式３億８，０００万円ですので、約２億円ずつの差が出てくる

ということでございます。 

○川北委員 

  それから、府からの補助等は、どこかに含まれているんですか。 

○事務局 

  ここには、記載はしておりませんが、ランニングコストには府の補助はかかってま

いりません。イニシャルコストについては、府の補助が第２回目ですか、申し上げま

したかと思いますが、２分の１という額が府の補助として加算されます。デリバリー

方式につきましても、受入設備、これも対象でございます。 

○川北委員 

  そうしましたら、自校方式で２６億６，０００万円の当初の予算がかかりますね。

この２分の１というのは１３億３，０００万円と考えていいんですか。 

○事務局 

  上限がございまして、１校当たり２億１，０００万円の半分で１億５００万円が上

限でございます。ですので、１２校で考えますと、２６億円の半分以下でございます

が、１２億６，０００万円がマックスの数字でございます。１２億６，０００万円が

補助金でございます。ですので、持ち出しが１４億円になろうかと思います。 

○岡澤委員長 

  このトータルのイニシャルコストは半分と考えたら間違いないですか。 

○事務局 

  そうですね。半分なんですが上限があるということでございます。 

○川北委員 

  親子調理方式のほうはどうなりますか。同じですか。 

○事務局 

  はい、親子調理方式も同じでございます。２７億２，０００万円としますと、その

うちの１２億６，０００万円が府の補助でございます。 

○川北委員 

  そうすると、単純に１５億円ということになりますか。でも、３８億円まであるか

ら、ちょっとわからないですね。幅が広いんですね。センター調理方式も補助は出る

んですか。 

○事務局 
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  センター調理方式の補助につきましては、施設整備費と受入設備改修の半分が補助

となりますので、あわせて１０億７，０００万円と、食器等整備費の４，０００万円

は定額補助の範囲内となります。合計１１億１，０００万円が府の補助となろうかと

思われます。 

○川北委員 

  デリバリー方式のほうが６，０００万円ですか、これもですね。 

○事務局 

  はい、同じでございます。 

○川北委員 

  半分ですから３，０００万円ですか。 

○事務局 

  はい、半分でございます。 

○川北委員 

  ありがとうございます。 

○岡澤委員長 

  そこは、市の持ち出しが幾らかかるか。私たちはそれ以上はわかりませんけど、と

りあえずはそんな状況だということで。 

  今までの中間報告の中身にもかかわっている部分であると思うんですが、もう尐し

御質問とかありましたら。 

  今の比較のまとめの６ページでございますけど、佐賀市だけが給食センター方式で、

佐賀市だけが弁当方式と書いていますね。それは、食缶方式と言えば、いわゆる小学

校でやっているような給食によく似ていると考えているようですね。佐賀市だけがそ

うではなくて、弁当箱、それが尐ないですね、そういう市が。これは佐賀市がやって

いるというメリットは片付けしているんですか。 

○事務局 

  はい、デリバリー方式のいいところ。配膳が短いですとか、給食センター方式に取

り入れたというところでございます。 

○岡澤委員長 

  というふうに、理解したらいいんですね。 

  デリバリー方式の時間を短くというところを取り入れた。何を取るかということに

なってくるわけでありますが、時間をとるのか。何か、ちょっとサンプル的に御質問

したんですけど、委員の皆さんで何かどうでしょうか。 

  とりあえず、今、内容も踏み込んで、議論しておりますが、意見交換をお願いでき

ればありがたいと思います。 

○松原委員 

  すみません。 

○岡澤委員長 
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  お願いいたします。 

○松原委員 

  親子調理方式の場合、当初、説明あったように１２中学校区の中の小学校のほうで

設備を拡大してという形で、中学校分の給食をつくって、配送という形ですね。これ

については、この金額がその小学校分も含めてということでいいんでしょうか。それ

か、あくまでも中学校分だけのコストになるのか、ランニングコストという言い方、

結局は設備を動かしたら、小学校・中学校一緒になりますよね。その部分で言うと、

トータルの変動はかなり大きくなりますけれども、ランニングコストもその分で若干、

前、学校とそれと子どもたちの数を出しますと、１，３００人から７００人、８００

人程度が小学校の差とか、あとは中学校は大体４００人から５００人、５００人から

７００人までの間なので、そこらの数字のキャパシティーをどういうふうにトータル

して設備の中から設置するか、学校によってはその設備の大小とか出てきたりします

ので、細かい数字というのはなかなか難しいと思いますけれども、もう尐し、ランニ

ングコスト的には、それはトータルで考えられているんでしょうか。 

○事務局 

  親子調理方式でございます。今、委員おっしゃられたとおり、どの学校とどの学校

をチョイスするかということで、多尐変わりますので、幅を持たせております。ラン

ニングコスト等につきましては、小学校を含めたものと考えております。 

○岡澤委員長 

  小学校を含めた金額ということで。 

○松原委員 

  となると、変な話、今、１２の小学校分のランニングコストが引き算という形にな

っていくのかな。中学校だけで考えると、ということになるんですよね。 

○岡澤委員長 

  そうですね。一見この額でいったら、自校調理方式と変わらないけれど、本当はも

っと小学校の分は浮いてくると。 

○松原委員 

  現状とプラスアルファで考えて。 

○岡澤委員長 

  この波のところは、大変、悩ましい。 

○松原委員 

  悩ましいですね。 

○事務局 

  すみません。失礼いたします。人件費につきましては、小学校の分は入ってはおり

ません。プラスアルファの分でございます。 

○岡澤委員長 

  すぱっと、そういう面でわかりにくい。 
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○松原委員 

難しいですね。 

○岡澤委員長 

  ただ、敷地等のことを含めたときに、かなりこの親子調理方式というのは、難しい

という印象が、あったですね。工場地帯ではないから。自校で調理する給食はオーケ

ーでも、隣の中学校に持っていったら、ノーということもあると。これはネックです

よね。できないというそういう制約が起こってくるんでしょうね。 

○事務局 

  そうですね、かなり、難しいと。 

○岡澤委員長 

  すべてが難しいのではなくて、完全否定ではないけど、難しい、親子調理方式があ

ると。 

○事務局 

  はい。 

○岡澤委員長 

  だから、これは議論的にどうなんでしょう。もう無視していいのかな。 

○池嶋委員 

  そろそろ、方向を出さないと。 

○岡澤委員長 

  何か、ぼつぼつこの意見交換、先ほど説明をプラス超えたところで、審議に移って

まいりたいと思いますので、そういうぶっちゃけた話、本当に可能なことです、御検

討いただくということでございますが。 

○池嶋委員 

  よろしいですか。 

○岡澤委員長 

  どうぞ、お願いします。 

○池嶋委員 

  事務局にお尋ねしますけど、自校調理方式と親子調理方式で、現実的に工場地帯と

いうたらだめだとか、自校調理方式だったら場所がいるとか、学校敷地内でね。それ

で可能な学校と不可能な学校というのは、もうはっきりしているんですか。 

○事務局 

  自校調理方式と親子調理方式に限ってということでございますか。 

○池嶋委員 

  はい。 

○事務局 

  委員長おっしゃいましたとおり、親子調理方式につきましては、工場扱いというこ

とで、前回資料を出させていただいたと思うんですが、準工業地帯に該当します中学
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校は１２校のうち２校ございます。小学校のほうでございますけれども、準工業地域

が２４校のうち４校でございます。こちらにつきましては、そのまま運用可能ではご

ざいます。ただ、先ほど全否定しなかったのは、用途の地域の制限を、公聴会・審査

会をくぐりますと、可能でございます。ただ、スケジュール的にもかなり難しいとい

うところはございます。今、委員がおっしゃいました具体的にいけると言いますのは、

今の小学校ですと４校、中学校ですと２校ということでございます。 

○岡澤委員長 

  準工業地帯ならば、オーケーというのが中学校で２校、小学校で４校。 

○事務局 

  自校調理方式ですと、準工業地域は関係なくはなりますが。 

○池嶋委員 

  自校調理方式は、何校あるんですか。用地の確保ができるような。 

○事務局 

  用地の確保でございますか。用地の確保でいきますと、運動場の面積は、下が７，

３００㎡から上は１万４，０００㎡までございます。必要面積が大体５００㎡から６

００㎡は必要かと考えてございますので、面積的には足りるのでございますが、これ

も、最初に説明をさせていただいたかと思うんですけれども、校庭、グラウンドにお

そらく建てるといいますと、校庭内に校庭貯留槽の排水、貯留槽の貯留配管が通って

ございます。この貯留量を満たせばいけるのでございますが、配管をかわしながら建

てるといいますと、なかなか難しいということがございます。 

○岡澤委員長 

  できるだけ、透明度を高くというか、そういう面では委員の皆さんのシビアな意見、

よろしくお願いしたいと思います。 

○松原委員 

  すみません。 

○岡澤委員長 

  はい、どうぞ。 

○松原委員 

  給食センター方式のイニシャルコストの分では、土地の部分については入ってない

んですかね。 

○事務局 

  はい、土地の購入費は、ここには入ってはございません。 

○松原委員 

  平成１７年でしたか、小学校が２つ、統廃合なっているというような部分があって、

今ちょっと明徳でしたか、地域でお使いになっている小学校が２校あるかと思います。

その部分については、もちろん先ほど言っていたように、給食センター方式ならば準

工業地帯という形にはなるんですけれども、そういうような活用の部分というのは、
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検討なされた中ではあるのでしょうか。 

○事務局 

  検討はしております。明徳小学校跡地につきましては、間違っていたら申し訳ない

んですけど、第２種中高層地域だったと思います。池の里につきましては、北側の建

物が残っておりますが、北側の部分が準工業地域、南側がこれもちょっと申し訳ない

ですが、第１種か２種の住居地域だったと記憶いたしております。ですので、給食セ

ンターにつきましても、工場扱いでございますので、明徳につきましては、ちょっと

難しい。 

○岡澤委員長 

  明徳は難しい。かなり広い土地ですものね。あそこ自体。 

○事務局 

  そうですね。広さは十分満たしてはおります。 

○岡澤委員長 

  でも、法的には。 

○事務局 

  建築基準法の第４８条のただし書がございまして、地元住民の合意ですとか、公聴

会、建築審査会を通りますと、用途地域の変更ということで可能は可能でございます。 

○岡澤委員長 

  ありですね。 

  池の里のほうは、それは問題ないですか。 

○事務局 

  池の里も同じ条件で、準工業地域が半分という、ちょっと特殊な事情があるのです

が、用途地域を住み分けしまして、下の部分の居住区につきましても、明徳と同じく、

４８条ただし書を適用いたしますと、一定の期間は必要ですけれども、可能は可能で

ございます。 

○岡澤委員長 

  給食センター方式ですと、配送する時間とか考えたときに、できるだけ中心部、ど

この中学校にも等距離で、また交通の至便という、そういうことを頭に入るんですけ

ど、そういう面では、小学校、今おっしゃったようなことを条件抜きにしたら、例え

ば、明徳だって、皆様の住民の理解を得れば、オーケーになってきたのに、ここが一

番いいんだと、可能なんですか。 

○事務局 

  そうでございます。あとすみません。訂正ですが、旧の明徳は、第１種中高層住居

専用地、池の里が半分が第２種中高層住居専用地でございました。 

○岡澤委員長 

  それ以外のただで使える土地とか、今、小学校があるから、それは検討されていな

い。 
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○事務局 

  市内何カ所か、検討はしていますが、具体的にはなかなかその㎡数ですとか、まだ

全部探しきれてはないと思いますし、仮に、あくまで仮の話ですけど、給食センター

方式となりますと、土地を探さざるを得ないのかと。 

○岡澤委員長 

  そうすると、イニシャルコストというのは最初のコストが、結構つくと、その土地

についての、例えば府の補助金がいけるのかどうか。 

○事務局 

  府の補助につきましては、特別な事情があればつくと、府の資料に書いてございま

す。ただ、その特別な事情が、いかなるものかについては、まだ、直接府のほうには

確認はしておりませんが、まず、そこにしかどうしても建たないという条件なのかな

と思います。 

○岡澤委員長 

  例えば、市有地の了承枠はあるけど、これも絶対だめということがはっきりと証明

されれば、新しく。 

○事務局 

  おそらくそういうことだと思うんです。 

○岡澤委員長 

  そのときは補助金が入ってくる。 

○事務局 

  まだ、未確認でございます。 

○岡澤委員長 

  具体の話をしましたが、未確認ということで。 

  どうぞ。お願いします。 

○藤田委員 

  消去法でいくと、私も、今、聞いていて、どうも親子調理方式は難しいなというよ

うな感じがしたんですけど、あと、３つの中で考えていって、デリバリーのところで

配送可能な範囲に民間業者の工場が必要というふうに書かれていました。前回のとき

は、そのことはなかったんですけれども、民間業者の工場が必要ということでと、こ

れは、寝屋川市お抱えの民間業者になるんですか。中学校給食のためだけの。 

○事務局 

  ６，８２０食、選択制を取らずに完全給食として考えておりますので、その食数を、

例えば、今、お持ちの工場で可能でしたらその業者で、新たな設備投資は要らないと

は思うんですけど、実際には、高槻市ですとか、お伺いする中では、何社かおられる

と１社ではやはり６，８２０食というものに対して、なかなかそのキャパシティーを

クリアできる業者さんが今のところは該当はない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。 
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○藤田委員 

  今のところないということは、寝屋川近辺にはないということ。 

○事務局 

  そうですね。デリバリー方式に決まりましてからと思うのですが、ただ、大阪府内

で今から給食を考えておられる市が何市かございます。その中で大阪市ですとか、ほ

か大東市ですとか、聞くところによりますと、デリバリー方式を選択されるようには

聞いてございます。その際に、当然、お弁当業者さん、お弁当を配送できる、調理で

きる業者さんを探されるというか、選択されると思うんですけれども、大阪府下に２

時間契食でどれぐらいの業者さんで、食数がどれぐらい、今の工場で可能かというと

ころまでは、まだつかんではおりません． 

○岡澤委員長 

  いずれにせよ、民間委託する場合は、仮にその補助金というのは、問題外、論外で

すね。 

○事務局 

  ランニングコストにつきましては、まだ問題外。 

○岡澤委員長 

  いや、イニシャルコスト。 

○事務局 

  イニシャルコストは、受け入れの中学校の設備だけ。民間の設備とは全く。 

○岡澤委員長 

  そうですね。 

○川北委員 

  よろしいですか。 

○岡澤委員長 

  どうぞ。 

○川北委員 

  中間ということで、当初から話をしておりましたメリット最大限というイメージの

考えを整理してみます。例えば、デリバリー方式というのは、私の中でもっとメリッ

トがあるのかなというイメージでしたが、詳しく専門の方に来ていただいて、御意見

聞かせていたりしたんですけれども、思いのほか、メリットが、あまり感じられなか

ったということがあります。もっと最新システムで、温かくて、工夫できているもの

があるのではということが、頭の中で広がっていました。想定よりも現実的にはかな

りよくあるお弁当というイメージに近い形になろうかなというような感じです。もっ

と飛行機の中にある温かいまま保温できる器具がきちっと設置されて、実施されるな

ど工夫があれば別なんですけど。そう考えますと、コストの面が非常に難しいのかな

と思います。 

  器具のいろいろを考える中で、子どもたちの今の現状とか、願いとか、それから、
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小学校から変わられたときのイメージとかを総合しますと、温かいものを温かいよう

にというふうに考えると、中学校の現状の、例えば運動場のこととか、いろんなこと

は、ちょっと横に置かせていただくと、身近なところでつくるというのが、やはりメ

リットがあるのかなというようなイメージです。 

  ただ、これは、１２中学校のほうの現状がありますので、またいろんな調査をされ、

今後検討ということになろうかなと思いますが、今、頭の中にあるのは、この方式で

す。 

  それから、もう一つは、センター調理方式のメリットが、先ほども質問した中に関

係ありますが、小学校のシステム、調理のことを十分生かしたもので、という形で、

可能なのかどうかというのは、私の中では揺れているところであります。そういう方

式のよさを大いに活用して、最大限、温かいものは温かいように、そして、冷たいも

のは冷たいようにというような工夫が、加味されて、そして、実施されるということ

になれば、ある一定の評価を受けるのではないかなというイメージで持っております。

ただ、その敷地の確保であるとか、どの方式につきましても、クリアしないところが

たくさんありますので、今後の課題かなと思います。保護者や寝屋川市の市民の方々

からいいもんだなというふうに、高い評価をいただくものを、ぜひとも実施するとし

ましたら、一番は子どもたちの評価が大切になるのではないかなと思いますので、小

学校給食で培われたノウハウをぜひとも最大限生かすようなシステムであってほしい

なと願っております。 

○岡澤委員長 

  今、川北委員が、思いと言いますか、何か中間まとめに近づけていただいているな

と思いながら、聞いておったのですが、子ども目線とそれからその各小学校での評価

だとか、話がございました。 

  何か、時間があと１５分と迫ってまいっております。次回の議論には、いろんな今

残っている課題をそれこそ集約しなければならないということになると思いますが、

とりあえず、現時点において、何か意見、加えるところございましたら、それと、こ

の中間まとめについて、また後ほど、事務局のほうからもまとめるということと思う

んですが、いかがでしょうか。 

  武生市、現在は越前市の例を申し上げた、これはデリバリー方式という点からも、

日本で一番おいしい給食、そのデリバリー方式で温かいものというのは、民間の会社

が近所にあって、そういう業者のつくっている工場で運んでくる、ただ、温かいもの

については、その学校で御飯を炊いているというふうなこと。そういう工夫がなされ

ていると、これも包み隠さず、申し上げておきます。 

  大体、そうしたら、今日のところは、これぐらいにしておきまして、残った議論に

つきましては、次回に譲るという形で、事務局のほうで、とりあえず、現時点の取り

まとめ、次回への御提示ありますか。 

○事務局 
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  わかりました。御議論いただきまして、誠にありがとうございます。中間報告の中

の、「はじめに」と「むすびに」の文章につきましては、また御相談ということで、

検討結果の段の埋め方でございますが、もう一度比較まとめの表、これと、今、皆さ

ん、委員さんがおっしゃいました議論の中身を加味いたしまして、まずは、各方式、

４つの方式、これのいいところ、メリットはこういうところですよということをまず、

確認したいなと、そういった文章をまず、入れさせていただければと思います。その

中で最終的に、優先順位とまでは申しませんが、どういった方式が、トータル、総合

的に考えて、この委員会としまして、よりベターな選択であろうという内容につきま

しては、まだ空欄のままにしておきますので、次回に入れていただくという形でお願

いしたいと思います。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。 

  ということで、次回に議論がしやすいような状況で、レジュメをしていただくとい

うことで、御期待を申し上げたいと思います。 

  では、最後ですが、あと１０分ほどあるんですけど、第４回検討委員会の開催日程

を確認したいと思います。よろしくお願いします。 

○事務局 

  すみません。ありがとうございます。 

  次回でございますけども、毎回で申し訳ございません。事前に皆様の御都合がお伺

いはいたしております。９月２７日の火曜日で、御了承いただけたらと思います。場

所と時間につきましては、時間は１９時から、同じ２１時まで、場所につきましては、

今回は、第２講義室でございますけれども、第１講義室、元の横の部屋に場所を取っ

てございます。また、御案内は追って差し上げます。 

  以上でございます。 

○岡澤委員長 

  はい、そういうところで、よろしいでしょうか。本日も進行が十分にできず、不手

際も多々あったかと思いますが、おかげさまで皆さんの慎重な御議論を出していただ

けました。それには、感謝申し上げます。本日は終了したいと思います。ありがとう

ございました。 

 

 


