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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２７日（火）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 

  寝屋川市中学校給食検討委員会を開催させていただきたいと思います。 

  本日、御多忙中にもかかわらず、委員の皆様には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。 

  では、岡澤委員長、委員会の進行をよろしくお願いいたします。 

○岡澤委員長 

  皆様、こんばんは。 

  半袖になると尐し寒いなという感じで、昔から暑さ寒さも彼岸までと言いますが、

特に今年は夏から冬になったのかと思うような気候の変わり目、皆さん、お体どうぞ

御自愛のほどお願いします。 

  それでは、後は座ってさせていただきます。 

  第４回の寝屋川市中学校給食検討委員会を始めたいと思います。 

  本日の案件は、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。 

  それでは、案件の１番目につきまして、まず説明をお願いします。 

○事務局 

  まず、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

  表紙１枚目が第４回寝屋川市中学校給食検討委員会の次第でございます。 

  次に、資料１、第３回中学校給食検討委員会（要旨）、これが裏表刷りで１枚ござ

います。 

  次に、資料２、寝屋川市中学校給食検討委員会中間報告書、これの案がございます。

裏表印刷で１４ページございます。 

  次に、Ａ４横になっております資料３－１、実施方式による比較まとめ①、次に、

資料３－２、実施方式による比較まとめ②、次に、資料３－３、実施方式による比較

まとめ③でございます。 

  もし足りない資料がございましたら、事務局まで申し出ていただくようにお願いい

たします。 

  では、早速案件１の説明に移らせていただきます。中間報告（案）についてでござ
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います。 

  お手元の資料１、第３回中学校給食検討委員会（要旨）につきましては、また御一

読いただきたいと思います。 

  資料２、中学校給食検討委員会中間報告書（案）でございます。 

  １枚目の目次の欄を御覧いただきます。 

  「はじめに」から始まりまして、「１．基本方針」、「２．実施方式」、「３．各

実施方式に係る議論」、「４．検討結果」、「むすびに」、そして参考資料となって

おります。 

  前回、中間報告書の案も御提示させていただいておりますが、目次におけます１番、

２番、３番及び参考資料については、前回の第３回検討委員会の提示の内容と変わっ

てございません。今回、委員長から御意見、御議論いただいた内容等を踏まえ、「は

じめに」の部分及び「４．検討結果」の前半部分の案を埋めさせていただいておりま

す。前回提示した分と合わせまして、この後、御意見等をいただければと思っており

ます。 

  次に、検討結果の後半の部分及び結論部分につきましては、本日、集中的に御意見

交換、御議論をしていただきたいと考えておりますので、委員の皆様につきましては、

よろしくお願いいたします。 

  それでは、資料２、中間報告書（案）の７ページを御覧いただけますでしょうか。 

  「４．検討結果」の前半部分でございます。四つの実施方式につきまして、それぞ

れのメリット等を今までの議論を踏まえまして整理させていただいております。 

  読み上げさせていただきます。 

  ①自校調理方式、温かいメニューの提供が容易、アレルギー食に最もきめ細かく対

応ができる、調理員が身近にいる、これが自校調理方式の主なメリットでございます。 

  ②親子調理方式、比較的温かいメニューの提供が可能、アレルギー食にもきめ細か

く対応できます。 

  ③給食センター方式、大規模調理場ならではの効率的な運用が可能、今後老朽化に

よる整備を迎える小学校、これの食数をカバーできることもメリットでございます。

給食センター方式におけます食缶と弁当方式がございますが、弁当方式に限りまして

日課等の変更は軽微になるということがメリットでございます。 

  ④デリバリー方式、初期投資経費を抑えることができる、スムーズに導入が可能と

考えられます。日課等の変更は軽微となっております。 

  引き続きまして、第３回までにいろいろと御議論いただいた論点として上がった点

を、実施方式ごとにまとめたものが横刷りの資料３－１、３－２、３－３となってお

ります。順番に説明させていただきます。 

  まずは、資料３－１、実施方式による比較まとめ①でございます。これにつきまし

ては、表を御覧のとおり、左側に御飯、汁物、煮物、以下和え物まで各食材について

四つの方式で、それぞれ温かい、もしく冷たいといった形で埋めさせていただいてお
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ります。 

  まず、自校調理方式におきましては、御飯から揚物まで温かい、もしくは適温での

提供が可能です。和え物につきましては冷たい、これは注釈(※)の１、生野菜の提供

はいずれの方式でもできません。ですので、加熱処理したものをいったん冷却して提

供いたしますので、四つの方式すべてにおきまして、和え物自体は冷たいものになろ

うかと思います。 

  次に、親子調理方式でございます。これにつきましては注釈(※)の２を御覧いただ

きます。大量調理施設衛生管理マニュアルによって１０度以下、もしくは６５度以上

での衛生管理が必要であります。それによって、保温、保冷性にすぐれた二重食缶を

利用することによって配送することを前提としております。親子調理方式に戻ってい

ただきまして、御飯につきましてはほぼ温かい。これも注釈(※)の３がついておりま

す。御飯を冷めにくくするため、保温性容器、これは発泡スチロール製でございます

が、これを使用いたします。自校調理方式の御飯と同じような状態で温かく提供であ

ろうと考えております。次に、汁物から揚物、これにつきましてもほぼ温かい状態、

適温の状態で提供できます。和え物につきましては、先ほどの説明と同じでございま

す。 

  次に、給食センター方式につきましては、食缶方式とお弁当方式の二通りで分けて

書かせていただいております。御飯ものにつきましてはほぼ温かい、これは食缶、弁

当方式の双方同じでございます。注釈(※)の３につきましては、先ほどと同じでござ

います。汁物につきましては、食缶方式は温かい、お弁当方式につきましても温かい

のですが、注釈(※)の４を御覧ください。弁当容器と別のふたつき容器で配送する。

これによって温かいものが提供できます。次に、煮物、蒸物、焼物、揚物につきまし

ては、自校方式、親子調理方式と同じく、ほぼ温かい状態で提供が可能です。和え物

につきましては、冷たい状態で先ほどの説明と同じでございます。 

  次に、給食センター方式のお弁当方式とデリバリー方式の２方式につきましては、

御飯につきましては、先ほどの給食センターの食缶方式と同じく、ほぼ温かい状態で

す。汁物につきましても温かい状態、これも先ほどと同じ説明になろうかと思います。

煮物から揚物までにつきましては、やはり冷たい。ただし、かっこ書きとしまして、

工夫例によっては温かい、これは注釈(※)の５でございます。工夫例の一つとしまし

て、専用の保温保冷カートで配送し、温蔵庫、冷蔵庫などで保管することによって適

温のまま提供が可能。実際に行っている市もございます。工夫例の２といたしまして、

クックチル方式、これは喫食直前に適温まで再加熱するという方式でございます。 

  続きまして、資料３－２を御覧いただきます。実施方式による比較まとめ②でござ

います。 

  これにつきましては、四つの方式それぞれに左側の項目、栄養バランス、市の栄養

士と生徒とのかかわり、アレルギー対応についてまとめさせていただいております。 

  まず、栄養バランスにつきましては、四つの方式すべてにおきまして市の栄養士が
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考えた献立に基づきまして、市の職員で購入した食材を使用して調理を行う。これに

ついては共通でございますので、どの方式でも差はございません。 

  市の栄養士と生徒のかかわりについてでございますが、自校調理方式、これは委員

の皆様に御議論していただいている中でもありましたが、日常的に身近なところで生

徒とかかわりを持つことができる。対しまして、親子調理方式以下３方式につきまし

ては、市の対応、工夫によって学校外で調理する場合であっても、生徒とのかかわり

を持つことができる。例として、積極的な学校訪問、食育授業の実施、施設見学の機

会を設けるなどがございます。 

  次に、アレルギー対応でございます。自校調理方式、親子調理方式の２方式につき

ましては、各学校において代替食を調理しやすい。生徒ごとのアレルギー食に対応が

可能でございます。次に、給食センター方式につきましてですが、基本的なアレルギ

ー代替食、除去食を調理いたします。アレルギー専用の調理室を設けるなどすること

によりまして、通常の献立と調理の過程で混ざることのないように徹底が行えます。

食材の一括搬送により、アレルギー対応の食材を増やしやすいということもございま

す。デリバリー方式につきましては、アレルギー除去食や選択制の複数メニュー、こ

れらで対応が可能です。アレルギー対応の食材を使用することも可能でございます。

センター方式とデリバリー方式につきましては、共通で２種類のメニュー、２献立制

で１種類は主なアレルギー抜きの献立で対応といった例もございます。 

  次に、資料３－３でございます。実施方式による比較まとめ③、これにつきまして

は、左側の項目、日課への影響、指導面の課題、学校説明での課題、これについてま

とめさせていただきました。 

  まず、日課への影響でございますが、これは大きく食缶方式とお弁当方式の二つで

線を引いております。まず、自校、親子、給食センターの３方式は食缶方式ですが、

運搬、盛付、配膳、片付に時間が必要となってまいります。現状の日課の範囲での対

応は難しいかと考えております。具体的には、昼休みの時間が短くなろうかと思いま

す。特に給食当番に当たっている生徒につきましては、かなり制約されて昼休みの時

間が確保できないぐらいになるのかなということでございます。他の影響としまして、

部活動への時間が短くなってしまうといったことも考えられます。授業時間や朝礼時

間など、昼食に合わせて見直す必要があると書いておりますが、これは難しいという

御意見もあったかと思います。 

  お弁当方式でございますが、盛付の時間がなく、配膳、片付も容易にできるため現

状の日課の中で対応でき得るということでございます。 

  次に、指導面の課題、これは自校方式、親子方式、給食センターの食缶方式につき

まして、小学校給食よりも短い時間で効率よく運搬、盛付、配膳、片付をしなければ

ならないため、教師による一連の指導が必要でございます。 

  お弁当方式につきましては、盛付は不要でございます。運搬、配膳、片付も容易な

ためスムーズに導入できます。ただ、食育という観点で片付等の指導は必要となって
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こようかと思います。 

  学校施設面の課題、順番に自校調理方式でございますが、敷地内に給食調理場の整

備が必要でございます。グラウンドの中に建てるということで、体育の授業や部活動

にもしかしたら支障を来すといった学校もあろうかと思います。 

  親子調理方式におきましても、同じく敷地内に給食調理場の整備が必要でございま

す。これも支障を来す恐れもございます。ここには書いてございませんが、先般より

委員に御指摘いただいておりますように、工場扱いとなりますのでいろいろな制約も

かかってまいります。中学校の敷地内に受入設備の整備が必要でございます。 

  次に、給食センター方式の食缶方式、これにつきましても親子と同じく受入設備の

整備が必要でございます。 

  次に、給食センター方式の弁当方式とデリバリー方式につきましては、同じく受入

設備の整備が必要ですが、やはり食缶方式に比べましてかなりスペースが小さく、必

要最小限の整備で済むといったメリットがございます。 

  以上、甚だ簡単ではございますが、資料の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した。 

  ただいま事務局から御説明いただきました。前回までの議論をうまくまとめていた

だいていると思いますが、改めて四つの実施方式の特徴、本検討委員会の共通認識に

なったのではないかと思われます。確認できましたとおり、それぞれの実施方式には

一長一短がございます。 

  意見交換をする前に、市の意向並びに、これまでの検討委員会の議論等の経過を事

務局に確認したいと思います。よろしいですか。 

  第１回検討委員会におきまして、教育長からもお言葉をちょうだいした部分があり

ますが、まず１点目といたしまして、給食の必要性、特に平成２５年度早期の実施を

考えていると述べられていましたが、この点につきまして、市の意向に変わりはござ

いませんか。また、実現可能性の観点から何かお調べされたことがございましたら、

あわせてお願いいたします。 

○事務局 

  給食の開始でございますけれども、平成２５年度に実施、この意向については全く

変わりはございません。やはり早期の実施、これが最も重要なことだと考えておりま

す。 

  次の実現の可能性についての調べでございますが、水面下を含めましていろいろ探

りはしております。内容につきまして、自校方式と親子方式の２方式につきましては、

現時点におきまして、先ほど尐し説明させていただきましたが、建築基準法と土地の

問題、以前にも説明しました校庭貯留、この事業についての問題など、各校の整備に

要する場所及び期間等が課題となってまいります。その解決のめどが現時点ではつい

ておりませんので、早期の実現という観点から考えますと尐し難しいのかなというイ
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メージでございます。 

  次に、給食センター方式、これについては前回第３回に委員様から議論がありまし

たが、やはり用地の確保が一番の課題だと思われます。かなりまとまった用地が必要

となってまいります。用地の件につきましては、事務局で調べをさせてはいただいて

おります。候補地としまして、前回も申し上げましたとおり廃校跡地の利用、それ以

外に大阪府等の遊休地の、できれば無償での利用など、複数の土地をピックアップい

たしまして利用の可能性を見てまいりました。しかし、現時点でいずれもかなり厳し

い状況にはございます。実現の可能性が全くないわけではないんですが、やはり新た

な土地の購入が必要になってまいります。もちろん有償になってまいります。借入に

つきましても、先ほど遊休地を無償ということも探りはしましたが、やはり有償とい

うことが必要になってくるかと思います。具体的な詳細金額はつかんでおりませんが、

これまで比較表で上げさせていただきました土地に係る費用、これは比較表の中に含

まれておりませんので、その分コスト面における給食センターの優位さというのは多

尐は尐なくなるであろうということを報告させていただきます。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございました。 

  平成２５年度の意向に変わりはないということで、調査を進める中でそれぞれの方

式において厳しい状況にあるということがわかってきたということです。今までの議

論からもそういうことを御推察いただいているかと思われます。 

  ２点目でございます。栄養のバランスの取れた給食の提供という観点についてはど

うでしょうか。 

○事務局 

  その点につきましては、先ほど御説明させていただきましたが、やはり中学校給食

の導入に際しまして、小学校給食と同様に市の栄養士のつくった献立を用います。当

然栄養バランスの取れた給食を提供するといったことが大前提でございます。どの方

式で給食を導入するといたしましても、市の栄養士が献立を作成することについては

変わりません。すべての生徒に栄養バランスの取れた給食を提供したい、これが第一

の目標でございます。 

  以上、今までの流れで再確認をしておきたいと事務局も思うのですが、民間の調理

場、いわゆるデリバリー方式におきましても、食材や献立は自校方式やセンター方式

と同じでございます。同じものを提供されると考えております。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございました。 

  今の質問と関連するかもしれませんけれども、３点目、すべての生徒に給食をとい

うことですので、選択制の給食ではなく全員喫食の給食が前提ということになってい

るようですが、よろしいですか。 

○事務局 
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  もちろん全員喫食です。 

○岡澤委員長 

  その点につきまして、これは事務局ではなく、現在、小学校給食の現場を日々見て

おられる藤田委員、もしくは川北委員、どちらか大変失礼ですがお答えいただければ

ありがたいです。市の意向としては、全員給食が前提とのことでございますが、実際

にデリバリー方式であれ、給食センター方式であれ、お弁当方式で運営されておられ

る他市におきましては、選択制の給食、スクールランチ制度も多く見られます。その

あたりにつきまして、どのようにお感じになっておられるのか尐しお聞かせいただけ

ればありがたいのですが。 

○藤田委員 

  本市の小学校で給食が、他市、他県に誇る給食をやっていただいているなと思って

おります。今言っていただいたように、全員の喫食だからすばらしい指導もできてい

ますし、子どもたちの関係もつなげていっていると思います。今、事務局から言って

いただいたように、すべての子どもたちに全員喫食ということでお願いしたいと思い

ます。 

  小学校で、農林水産省との給食子ども会議や「昆布給食」とか、テレビの取材等で

いろんな機会に、本当に寝屋川の給食というのはすばらしいということを言っていた

だいていますので、全員喫食で食育と絡めながら実施していただきたいと思います。 

  また、小中一貫教育の中でも食育、それから寝屋川市が誇る小学校給食の継続、継

承ということをしっかりと踏まえた上で実施していただきたいと思います。 

  お弁当は私も子どもにずっとつくってきたし、今もお弁当をつくっているのですが、

やはり子どもの機嫌を伺いながら、全部食べてほしいという母の願いがありますので、

偏ってしまいます。栄養士さんがきちんと栄養バランスを考えてつくっていただく昼

食が提供できるというのはすばらしいと思いますので、ぜひそのところをお願いした

いし、今、家庭環境で難しいお子さんがどんどん増えている中で、同じものを食べて、

同じように学習できる環境をつくってあげるというのは、私たち大人の責任だと思い

ますので、その点ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○岡澤委員長 

  かなり重要なメッセージをいただいたような気がいたします。いろいろな家庭の事

情がございますが、そういう面でもその必要性ということで、そのニュアンスをお伝

えいただいたように思います。 

  本検討委員会の中間報告に向けてでございますが、重要なキーワードを含んだ御意

見、ありがとうございます。 

  弁当をつくりたい親の気持ちというものは、これは大事にしないといけないと私も

思います。しかし、食育の観点、先ほどもおっしゃっていただいたのですが、小学校

給食が非常にいいということで、私もいろいろな形で寝屋川市からお聞かせいただい

ているのですが、小学校給食の継続、継承ということ、前もそういった議論になった
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かと思うのですが、考えたときには、やはり全員喫食、いろいろな立場、状況という

ことで、そうでないところもあるのですが、どうも寝屋川市は小学校で全員喫食のよ

さというものを今もお話しいただきましたように、望ましいことだろうというように

私も考えます。 

  そこで、４点目でございます。 

  先般の生徒アンケートが大変頭に残っているのですが、温かくおいしい給食をとい

うことがものすごく印象的で、そういう御意見ございました。温かくおいしい給食を

提供するということについては、いかがでしょうか。 

○事務局 

  前回、生徒のアンケート調査をさせていただきました。その中で、おいしいもの、

温かいものの提供を生徒が望んでいるということは事務局サイドも十分把握いたして

おります。 

  この点につきまして、先ほど資料３－１でもお示しさせていただいてはおりますが、

今後とも我々市としましては、引き続き温かくおいしい給食の提供に向けて工夫を進

め、努力してまいりたいと考えております。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございました。 

  ただいまのお話を聞かせていただきまして、市の意向並びに、これまでの議論も確

認できたかと存じます。 

  それでは、先ほどの説明、または今確認しました内容も踏まえまして、中間報告の

結論に向けて議論を深めてまいりたいと存じます。委員の皆さん、いかがでしょうか。 

○龍田委員 

  中学校の現場から、中学生を見ながらの視点で話をさせていただきたいと思ってお

ります。 

  検討委員会で今までにいろいろと議論をいただいてきました。小学校の給食に関し

て、寝屋川市はすばらしい給食ということは私もよく耳にしておりましたし、先日、

実際に校区の小学校に行きまして、給食の配膳の様子、また子どもたちが食べている

様子、片付ける様子を見せてもらってきました。だれ一人残すことなく、みんなきち

んと食べておりまして、給食調理員さんとの関係もすごくいい関係ができていまして、

寝屋川市の給食のすばらしさがきちんとこんな形で見えているのだなと思いました。 

  ただ、それをそのまま中学校に引き継いでいくというのは、今まで中学校では給食

をしておりませんでしたので、なかなか難しい部分もあります。 

  第１回の検討委員会で私は述べさせていただいたのですが、中学校に給食を導入す

るのにたくさんの心配事がある。その中の一つに、時間的な問題があるということを

申し上げました。子どもたちは、お昼休みに外に出てボール遊びをする、図書室で本

を読むという、その時間が気分転換にすごく大事なものだと感じております。また、

放課後、現在の状況であれば３時５０分ぐらいからクラブ活動ができるのですが、そ
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のクラブ活動も楽しみにしている生徒がおります。クラブがあるから学校に来るとい

う子もいます。そういう大事な時間を、給食をすることによって制限がかかるという

ことは、中学生の多感な時期、また体も成長していく時期には尐ししんどいことだと

思っていたのですが、今いろいろと方式の話がありまして、その中でデリバリー方式

というのは、今までの子どもたちの時間について大きな制限を加えることはないと思

います。お昼休みを１０分ぐらい延長すれば何とかなるのではないかと私は思ってい

るのですが、そうすれば朝の始業時刻を変えることもできない、授業時間も変えるこ

とができないという現状の中では、デリバリーのメリットが子どもたちには生きてい

くのではないかと考えております。 

○岡澤委員長 

  ただいま中学校現場からのお声をいただきました。特に１回目、２回目、３回目と、

そういうことについてはかなり悩ましいと思っていました。これも大阪府下の某市で

ありますが、既に古くから中学校給食をやっておる市を拝見したときに、現場の中学

生に聞いてみたら、お昼時間は当番の人が配膳をしたりしているのですが、ほかの人

は特に運動場に出るでもなく、廊下でおしゃべりをしていると。休憩時間はどうかと

聞いてみたら、これは前にもお話ししたかもしれませんが、こうやってしゃべってい

るのが休憩時間だと。どこの市とは言いませんが、これでいいのかなという気持ちも

私はしたようなことでございます。やはりある程度、みんなでグラウンドへ出て走り

回るとか、いろいろなことも重要だし、あるいは時間のことで言いましたら、これか

らお昼の時間が段々と短くなりますから、部活動なんかも制限されるだろうと。それ

は、ずっと昔からそうやっているから、そうなんだという学校の説明でございました

が、そういう面では時間の問題が中学校という一つのカリキュラム、発達段階におき

ましてもそういうこともあるだろうということは容易に理解できるわけでございます。 

  センター方式、もしくはデリバリー方式のお弁当方式による給食が理想という意見

になりますでしょうか。しかし、デリバリー方式に代表されるお弁当方式といいまし

ても、課題がないわけではございませんで、これまでの意見交換の中でも取り上げて

きました。さまざまな課題となる点が残っていると思います。 

  川北委員にお聞きしてよろしいでしょうか。このあたりはどうでしょうか。 

○川北委員 

  前回も触れたと思いますが、藤田先生と私は小学校の給食で長く過ごしてきた経過

がありますので、やはりそのよさというのを実感する場合が多いのです。ですので、

特にこの前のアンケートにもありましたが、温かいものという一つのメリットにつき

まして、デリバリー方式においても、工夫によっては可能という表現になっている点

について最大限めざして進んでいかれるのか、方法等も答えていただいたらありがた

いと思うのですが。 

○事務局 

  今、御心配されているのは重々承知しております。やはり冷たいという印象がデリ
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バリーについては付いて回ります。具体的に、先ほど説明をさせてもらった分と重複

するのですが、御飯と汁物、これにつきましては全くおかずと別容器で提供を考えて

おります。ですので、御飯と汁物につきましては他の３方式、いわゆる食缶方式と同

じような状態で温かいということでございます。 

  １回目でしたでしょうか、民間の一般のお弁当、いわゆる冷たい弁当ではないかと

いう御指摘もあったかと思います。一つの容器に御飯とおかずを一緒にしますと民間

のものと、今申しました学校給食という観点で、御飯と汁物を分けたものにつきまし

ては全く別のものということで御理解いただきたいと思います。 

  最終的に、資料３－１でもいろいろな工夫と書かせていただきました。これは他市

の事例も一部紹介はしておりますけれども、寝屋川市におきましてもレベル等、程度

の差はあるかもしれませんけれども、今後、もし導入となりましたら、その辺につき

ましては十分に努力、工夫をさせていただきたい。そして、温かくおいしい給食を大

前提に提供していきたいと考えております。 

○川北委員 

  食材の栄養バランスについてですが、本校も、委託業者が入っていただいておりま

すので、専門にされている業者さんの実力というのは、ある程度わかっているつもり

なのですが、デリバリー方式の比較表に市の責任でという表現があったのですが、栄

養士さんの働きかけなど、可能なのですか。お願いいたします。 

○事務局 

  委託という前提でお話をさせていただきますが、委託業者におきましての業務責任

者は当然ございます。それを通しまして、市の求める仕様内容の中で委託業務を行っ

ていくと。栄養バランス、もしくは今御心配なさっているのは、民間の調理場におけ

る衛生面や調理の状態、もちろん実力がある業者にはなろうかと思いますが、その辺

につきましても我々の目の届く範囲で立入検査や中の見学、そういった形で業者には

求めていきたいと思いますし、仕様内容につきまして疑義等が生じましたら当然協議

しまして、解決してお互いでいい給食にしていくと、めざすところを一つにしてまい

りたいと考えております。 

○川北委員 

  同じく②にあるアレルギー対応についてですが、小学校におきましてはきめ細かな

対応ができていると思っていますが、デリバリー方式、センター方式では、対応策は、

除去食の選択となるのでしょうか。小麦粉対応や卵対応などパターンがあろうかと思

います。いろいろなパターンに対応可能にするには、努力、工夫が必要だと思います

ので、教えてください。 

○事務局 

  御心配いただいておりますように、アレルギー対応につきましてレベルの差はある

かと思うのですが、まず一番多く想定されます卵アレルギーのある方でしたら、例え

ばＡの献立を卵抜きの献立にして、Ｂを通常の献立にするという工夫も一つあります。 



 

－11－ 

  また、小学校で現在やっておりますように食材の段階で、例えばイカなどでアレル

ギーをお持ちの生徒さんについては、その食材を注文する段階で白身魚に変えておく

ということで、別調理といいますか、そういった原因になるものを取り替えてすると

いうような形で対応もできるかと思います。 

  アレルギーの対応をするという姿勢自体はとても大切なことなので、それに向けて

できる限りの対応はしていきたいと考えています。 

○岡澤委員長 

  よろしいでしょうか。 

○川北委員 

  先ほど藤田委員もおっしゃったように、寝屋川市の給食のよさを、形態が変ったと

しても継承していただけるようにお願いしたいと思います。それが、最初に載ってお

ります目標『寝屋川の児童・生徒の健全な育成』というところにかかわってくると思

いますので、ぜひともお願いしたいと思っております。 

○岡澤委員長 

  今の時代にアレルギーというのは大変なことで、事と場合によれば死に至らしめる

ということもありますし、その辺は市で工夫をされるとは伺っているのですが、いろ

いろな形で御意見を賜りたいと思うのですが、既にデリバリーということでそこそこ

の歴史を持っている名古屋市なんかはどうしているのかなと。今おっしゃったように、

小麦粉であったり、卵であったり、牛乳であったり、そばであったり、いろいろな種

類のアレルギーがございます。そういったものを伝統を持ってなさっている、あるい

は大阪市もそういった方向でという話は聞いておるのですが、そういうようなことか

らすると、その辺のアレルギーの対応の仕方というのは何か情報がありますでしょう

か。 

○事務局 

  具体的に今お調べしているところもあるのですが、名古屋市につきましてはデータ

がございません。ただ、メニューにつきまして佐賀市の、これは給食センターのお弁

当方式を採用されておるのですが、献立の一覧表の中にアレルギーの種類を明記いた

しまして、それぞれこういった食材に卵や小麦が入っています、こういうアレルギー

の食材が入っていますという表示をしておられまして、メニュー注文の段階でそれが

除去食、もしくは代替食という形での対応をされておられるようには聞いております。 

  本市のめざすところも、デリバリーにしましても、できるだけ自校方式に近い状態

でとは考えておりますけれども、具体的に注文の段階で除去食等が必要という生徒の

状況をどれだけ把握できるかにかかってこようかと思います。ただ、具体的には今か

ら種々検討して工夫はしてまいりたいと思っております。 

○岡澤委員長 

  工夫ということでおっしゃっていただいていますが、それはそれで解決できるとい

うことですが、こういう非常に重要な視点は大切にしていただきたいと思うのですが、
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委員の皆さんから何か、それだけではございません、いろいろなことでもし御意見が

ございましたらお願いします。 

○事務局 

  例えば、今、小学校の給食でアレルギー対応をしている場合がありますように、そ

のいい部分、また別の形になったとしても、それができる部分は十分その形の中で生

かしていきたいと思うのですが、例えばアレルギーのことで御心配な家庭については、

この献立にはこの食材があって、またその食材の過去の内容分析などを事前に御家庭

にお示しするということも、例え直営の単独校方式でなくても、その部分については

可能だと思うのです。そういったことも小学校のいい部分を取り入れて、できる限り

していけば安心していただける部分も出てくるのではないかと思います。 

○岡澤委員長 

  おそらくこの辺が一つのポイントで、ここがどうクリアできるかということが重要

になってくると思います。 

  本日で４回目となりまして、非常にタイトな検討委員会でございますが、中間報告

を今日は山に上げるということでございますので、決して急ぐということよりは、む

しろ大事にしていくということでございますので、皆さんからいろいろと御質問、御

意見等ございましたらお願いします。 

○池嶋委員 

  一つお尋ねしますが、デリバリー方式で、以前、四條畷市の資料を見せていただい

たときに、あそこはセンター方式でしたね。返ってきた容器を見て、食べ残しの率が

どうのこうのという話があったと思うのですが、これは民間のデリバリーでもそうい

ったことは可能なのでしょうか。 

○事務局 

  それは、おそらく対応は可能だと思います。 

○岡澤委員長 

  十分でない部分につきましては、もう一度よく調べていただきたいと思います。 

○川北委員 

  尐し過去の論議と重なってくるのですが、自校方式なら当然配送がありませんので、

自校での対応ということです。それ以外の方式について、配送、それを各校が受け入

れる体制・返すときの体制が示された事例があったと思います。その中で、部屋の改

装や対応、そして、人事や人の配置についても論議した記憶があります。先ほど龍田

先生もおっしゃったように、できるだけタイトな時間を有効に利用しようということ

になりましたら、そこへの人員の配置であるとか、応援の体制、配送してくる人たち

のことであるなど、ソフト面も非常に重要ではないかと考えているんです。 

  第１回目に、私はハードもソフトも合わせて話し合いたいとお願いしました。配送

を行う方式について、ソフト面は中学校においては非常に大事な要素ではないかと思

います。そういう人事も含めて、今のお考えをお願いいたします。 
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○事務局 

  配送という前提の下で話させていただきます。 

  当然、お弁当なり食缶を配送いたします。それにつきましては委託になろうかと思

います。車の運転手及び受け手の中学校におけます配膳員と申しましょうか、そうい

った者の配置も視野には入れております。実際に四條畷市の給食センターの受け手の

中学校につきまして、オブザーバーで森田校長がいらっしゃったときにもおっしゃっ

ていましたが、配膳員が１人ついていると。運転手と合わせまして合計２人で配膳の

段取りをすると。ですので、学校現場でどれぐらいの影響か実際に見たわけではござ

いませんが、一定のフォローアップはできるかなと考えております。 

○川北委員 

  それから、先ほども出ましたが、温かいものをより温かくとなると、校内で保温す

るシステム、その投資も必要になろうかと思うのですが、それも当然視野に入った計

画になるのでしょうか。 

○事務局 

  温かいものということで、食缶ということになりますと、今の自校とほとんど変わ

らずの状態だと思います。ただ、お弁当になりますとどうしても、先ほどの基準にも

ありますとおり、冷やさないといけないということで冷たくなります。それについて、

また温め直す、もしくは温蔵庫、クックチル方式等がございますが、そういったこと

の検討も当然してまいりたいと思います。ただ、受け手の中学校の配膳室になろう教

室等につきましてキャパシティの問題もございます。あとは電気的なことで設備的な

容量等も考えなくてはいけません。実際に方式が確定しましてから、具体性を持って

対応はさせていただきたいと考えております。 

○岡澤委員長 

  ソフト面で人員の問題、施設の問題はどうなんだろうかという、これは追って次回

以降に議論をしていくことになると思いますが、その辺の心配があるということです。 

  他にございませんか。 

  前半につきましては、今までの復習ということで確認をさせていただいて、おかげ

様でスムーズに展開いたしておりますが、大変重要な論議につきましては時間を取っ

ておるつもりでございます。中間報告の骨子といいますか、そういうことに尐し進め

させていただいてよろしいでしょうか。 

  それでは、中間報告ということで、おおむね委員の皆さんの同意というように私は

理解しているのですが、そういうことが取れたのではないかと思っています。それで、

取りまとめに入りたいと思いますが、今から申し上げる内容におかしな部分、または

不足している部分などがございましたら遠慮なく、忌憚なく発言をお願いしたいと思

います。 

  まず、本検討委員会の意見としまして、平成２５年度早期の導入を踏まえた際に最

も実現の可能性が高いと考えられるということで、お弁当方式による中学校給食の導
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入が望ましいということを結論とさせていただきたい。用地の問題、これが早急にク

リアできないという状況を伺いました。そういう面では、センター方式での実施はか

なり難しいと考えます。そういうことから、消去法になりますが、必然的にデリバリ

ー方式ということになるのかなと思います。 

  また、現在の中学校のカリキュラム、これは委員の皆様からの御指摘、また中学校

の現場からの思い、こういったものも感じた面でございますが、できるだけ時間を、

発達段階がいろいろな形であるのですが、特に中学校のカリキュラムに影響を与えな

いような状況というのは保障しなければならない。これは重要な観点かと考えます。 

  しかしながら、デリバリー方式の給食にもいろいろと課題を挙げていただいており

ます。温かい給食、アレルギー対応、これは非常に大きな二つの視点でございます。

教育委員会、行政側にはこれらの諸課題をクリアできる工夫をしていただくというこ

とが、再三おっしゃっていただいているのですが、これはやはり大前提だと思います。 

  これまでの検討委員会における議論の内容を踏まえた、そういう意味での中間報告

ということで申し上げたいと思います。中間報告の大きな柱として、実施方式の決定

でございますが、その方式に２点、まず１点目ですが、中学校給食をスタートさせる

こと、これが喫緊の課題、大事であると私たちは考えます。私たちと申し上げており

ますのは、この委員の皆さんを含めてでございますが、その最初の一歩を早い段階で

踏み出すことに意義があると思います。２点目でございますが、寝屋川市の小学校給

食は大変すばらしいと伺っております。そのよさをどのような点で継続、継承してい

くのかということでございますが、やはり栄養のバランス、全員喫食、このことが寝

屋川の一つの大きなポリシーかと私は感じるところでございますが、皆さんはいかが

でしょうか。そういう面では、栄養のバランスと全員喫食をするという、そして全員

喫食は改めて申し上げるまでもないのですが、弁当にふたをしておかずを見せたくな

いとか、そういう気づかいなしにだれでも、家では弁当をつくってくれないというこ

とで毎日悩む子のないように、みんなが同じものを食べるという、これも大きな食育

の一貫であると思います。そういうことで、この二つのポイントが大事かと思います。

本検討委員会では、中学校給食を可能な限り早期に実現すること、それを重要視しま

す。 

  デリバリー方式ということで、この導入の準備を今から進めていただくことが、い

わゆる現実的であるという観点から、これを中間報告という形でまとめたいと思いま

すが、中間報告には検討委員会として気にかかる点もまとめに入れさせていただこう

と思っております。いろいろと先ほど来、課題として挙げていただいたことや心配な

点については、この辺をよろしくお願いしますという形で中間報告にきちんと入れた

いと思っております。 

  中学校給食の導入に当たりましては、現在の中学校カリキュラムに影響をしてほし

くないと、与えることなく、子どもたちのために早期の実現可能性を考えた場合、現

時点でのベターな選択としまして、デリバリー方式での導入が望ましいと提言いたす
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次第でございます。しかし、中学校給食はいったん導入してしまえば、それで終わり

ということではございませんので、よりよい中学校給食となるべく、今後も御尽力、

御努力をしていただきたいと考えます。 

  本検討委員会のこれまでの意見を総括しますと、ただいま申し上げましたようなこ

とになるのではないかと思います。委員の皆さん、どうでしょうか。 

  早口で申し上げましたが、１回、２回、３回の御議論を踏まえて、今日も復習をし

たような状態で、最終的にどういうことをしていくのかということで、市の方針を反

映するということは寝屋川市の中学校の生徒たちに一番よいというものを、今、現実

に時期の問題もありますし、方式の問題もありますし、私が今申し上げましたような

ことに帰結するものではないかと思って提案をさせていただいております。いかがで

しょうか。 

  性急に稚拙な形でのまとめにならないように気をつけて申し上げておるのですが、

ただいまの内容をもちまして、本検討委員会の中間報告としたいと思います。 

  もう一点、確認をさせていただきたいと思います。 

  現在、中間報告（案）でございますが、「検討結果」と「むすびに」については空

白、先ほど来、説明のあるものでございます。この空白部分につきましては、先ほど

総括して私が申し上げました内容に基づきまして、委員長の私が責任を持って文章を

考え、事務局と調整の上で完成させたいと思います。この点につきまして、私に御一

任をいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

  ありがとうございます。事務局におかれましても、ただいまの段取りでよろしいで

しょうか。 

○事務局 

  そのようにさせていただきます。 

○岡澤委員長 

  非常に重たいもので、私も軽く申し上げたつもりは毛頭ありませんが、やはり寝屋

川市の中学生の実態、あるいは御家庭の状況、そういうものを踏まえて、子どもたち

に何がいいかという視点で委員の皆さんには御議論をいただいたと思います。そうい

うことでよろしくお願いいたします。 

  それでは、委員の皆さんの御意見がこれでまとまりましたので、この総括をさせて

いただいた内容をもちまして、本検討委員会の中間報告といたします。 

  文章の取りまとめはできるだけ早急に行いまして、完成次第、教育委員会あてに中

間報告を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  本日、時間が十分、２時間ということで努めてきたのですが、早く進んでおります

ので、もし何かありましたら。 

○川北委員 

  先ほど一定の方向が出たように感じているところですが、委員長がおっしゃった現

実的な選択という言葉に、集約されていると思っております。ですので、改めて事務
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局にお願いしたいのですが、先ほどクリアしていただきたい幾つかの観点がありまし

た。「子どもにとってよりよいものを提供する」、これは寝屋川市のプライドである

と思いますし、我々もそのプライドを持ってきましたし、教育委員会も胸を張って今

までやっていただいていると思いますので、今回の中学校給食実施につきましてもプ

ライドを持った内容でお示しいただけたらありがたいと思います。 

  一人ひとりを大切にするという寝屋川市の教育の一つとして、除去食等のアレルギ

ーについてお話させていただきましたが、そういうお子様をお持ちの親御さんにつき

ましては、小学校に対して信頼をお持ちいただいております。ですから、若干違う形

になるとしても、一貫した理念の方策であっていただきたいと思っております。 

  小学校の立場ばかりで言うこともできませんけれども、保護者、今日もＰＴＡの代

表がお二人おられますが、ＰＴＡの方々にも深い理解をしていただき、地域住民の

方々にも納得いただくような工夫した方策の実現をお願いいたします。 

○岡澤委員長 

  重要なことをおっしゃっていただきました。他の委員の方、何かございましたらお

願いします。 

○松原委員 

  保護者としまして、先ほど来、アレルギーのことや子どものことを考えていただい

て、いろいろな方策、またそれにつきましていろいろな御回答をいただきまして、中

学の給食を始めるということは、やはり今後子どもを育てていく中で、小学校の給食

との比較ではないのですが、そういう観点を保護者は持っていると。それは先ほど言

われたさまざまな理念や思い、対応で寝屋川市にふさわしい中学校給食という形でで

きればよいのかなと思います。 

  一つ心配なのは、今おられる中学校の先生方が、先ほどおっしゃっていたように、

給食や食に対して、今までは給食がなかったので、先生方がここで子どもたちを思っ

て議論していたようなアレルギーに対すること、除去食のこと、そういったことを今

一度教育委員会を通して御理解いただいて、子どもにきめ細かい対応をできるような

講習なり、そういうような対応もしっかりしていただいて中学校給食を迎えるという

ようなことも、親から思うとそういうような形で、学校全体で、また先生、子ども、

すべてでそういう形で進めていっていただきたいと思います。 

○岡澤委員長 

  ただいまの御指摘も、一貫して子ども、生徒のためにいかにあるべきかという、こ

れを踏み外さずにお話をしていただきました。それをあわせて、食育の問題という形

で、後ほど事務局からも次回の論議の要点をお話ししていただくと思うのですが、や

はり子どもの視点ということを言ったときに、それはどちらかと言うと大人の目とい

うことになるような気がします。そうではなくて、やはり子どもと一緒に教育をして

いくという面では、先生方に奮闘いただくと同時に、その辺については仕事の面でも、

人目の問題も話をしていただきましたが、そこら辺は十分に御配慮をいただいて、本
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当に願っている中学校給食のあるべき姿というものを、寝屋川市の子どもたちの状況

を踏まえての寝屋川市ならではのものを、大変財政的にも厳しいという状況を私ども

は存じ上げた上で話をしているわけですが、そういう面でも簡単に進めるということ

ではなくて、本当にそこら辺のことをいろいろな角度から総合的に考えていただくよ

うなキャパシティを持っていただいて、お願いを申し上げたいと思います。 

  また、あと何回か議論の余地がありますが、そういうソフト面でももう尐し考えて

いければと考えております。 

  それでは、本日は中間報告ということで、今の状況でお話を進めていきたいと思い

ますが、次回の検討委員会につきまして事務局からお願いいたします。 

○事務局 

  それでは、今、報告いただきました中間報告につきまして、御提案いただいたとお

り、最終の詰め、文章、内容の作成を委員長にしていただいた上で、最終的に御報告

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。 

  次回につきまして、委員長からもございましたとおり、第５回、第６回とあと２回、

検討委員会を予定いたしております。この中間報告をいただきました内容に基づきま

して、よりよい中学校給食をめざしていくために、皆様の御不安になっている部分を

払拭できるように検討していく必要があろうかと思います。食育の実践及び食の指導、

こういった現場のことも踏まえまして、ソフト面を充実していくような議論をさせて

いただければと思います。非常に尐ない回数ではございますが、その報告で進めてま

いりたいと思っております。 

  中間報告の内容も踏まえまして、寝屋川市の教育委員会としての実施方式等の意思

決定を行ってまいりたいと考えております。 

  次回以降の意見交換、議論が円滑にできますよう、中間報告書最終形につきまして、

お示しできるようになった段階で、委員の皆様にも御提示をさせていただきたいと思

いますので、御確認を含めて、よろしくお願いいたします。 

  では、第５回の検討委員会の開催日程を確認させていただきたいと思います。１０

月末ごろを考えておりましたが、事前に委員の皆様に調整した中で、１０月中は調整

ができませんでした。１１月２日の水曜日に第５回を開催させていただきたいと思い

ますが、御都合のほどはよろしいでしょうか。時間は同じく夜の７時から９時、場所

につきましても最終確認して報告いたしますが、同じ場所をと考えております。 

  もう一点でございますが、先立って中学校給食のお弁当方式や給食センター方式を

実際に食べてみたいという御意見を踏まえまして、特にＰＴＡの代表の方はお仕事を

されておりますので、昼間の御予定を先ほどお伺いしました。その御予定を合わせた

上で、我々市サイドと、受け手側がどこになるのか具体的な計画はないのですが、お

弁当屋さん、もしくは給食センターの予定を踏まえまして調整をさせていただきたい

と思います。ただ、どうしても調整が難しいとなりましたら別途の形で、実際に見て

みたいとおっしゃる校長先生もいらっしゃいますので、その辺の対応も含めて考えて、
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御提案させていただきたいと思っておりますので、この点につきましても御了承いた

だきたいと思います。 

○岡澤委員長 

  それは、いつごろになりますか。 

○事務局 

  第５回までには各委員さんを回りまして、日程調整を含めて話をさせていただきた

いと思います。 

○岡澤委員長 

  お昼に給食センターか、１校だけですね。 

○事務局 

  まだ具体の場所も調整できていないのですが、とりあえず委員の皆様の御予定だけ

確認させていただいて、その中で調整できなければ別の方法を考えますが、できるだ

け調整していきたいと思います。 

○岡澤委員長 

  せっかくここまで時間を取っていただいたわけですから、これからソフト面を特に

振り返ってよかったという状態にしていきたいと思っておりますので、なおのこと御

協力をお願いしたいと思います。 

○事務局 

  どうもありがとうございました。 

○岡澤委員長 

  時間が早くなっておりますが、これをもちまして本日の検討委員会を終了させてい

ただきたいと思います。委員の皆様におかれましては、本日も御協力を賜りましてあ

りがとうございました。 

 

 

 

 


