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会議名  中学校給食検討委員会 

開催日  平成２３年１１月２日（水）午後７時～ 

開催場所 市立エスポアール２階第二講義室 

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 

  皆様、こんばんは。 

  それでは、第５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たいと思い

ます。 

  本日も委員の皆様につきましては、御多忙中にもかかわらず御出席賜りまして、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、岡澤委員長に会の進行をお願いしたいと思います。 

○岡澤委員長 

  それでは、第５回寝屋川市中学校給食検討委員会を始めます。 

  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、事務局より説明をお願いいたします。 

○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の確認からさせていただき

ます。 

  まず１枚目が、第５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、これは第４回中学校給食検討委員会の要旨でございます。次に、給食センタ

ー方式・デリバリー方式におけるコスト比較（再試算）と題しましたものが１枚ござ

います。次に、寝屋川市中学校給食検討委員会中間報告書、これが１冊でございます。

次に、寝屋川市食育推進計画－概要版－これをつけさせていただいております。最後

に、寝屋川市食育プラグラム（０歳～１４歳）をつけさせていただいております。 

  もし足りない資料がございましたら、事務局までお申しつけください。 

  では、案件の説明に移らせていただく前に、お手元に配付させていただいておりま

す中間報告書がございます。これにつきましては、事前に委員の皆様には御連絡させ

ていただいておりますが、１０月１３日付で寝屋川市教育委員会に御報告いただきま

した。非常に過密なスケジュールの中で、円滑な導入に向けた中間報告をまとめてい

ただきました。この場をお借りして、改めて厚く御礼申し上げます。ありがとうござ

いました。 

  この中間報告の内容をしっかりと受けとめまして、引き続き市でも中学校給食の導
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入に向けまして検討を進めてまいりたいと考えてございます。 

  今後の委員会の予定でございますが、最初に申し上げましたとおり、全６回の開催

を予定いたしております。現在のところ、第４回が終わりまして、今回が第５回、残

すところ第６回、今回を含めまして２回でございます。これまでの検討委員会での意

見交換、議論等におかれましては、中学校給食導入におきましての実施方式、中間報

告でまとめていただいたとおりでございますが、それを御議論いただいております。

残り、今回を含めました２回の委員会につきましては、その実施方式におきまして、

いかに効果的で充実した給食を中学校で実施させていくかを中心に議論していただき

たいと考えております。 

  委員の皆様にも御確認したいと思いますので、委員長、確認のほど、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す。 

  では、第５回、第６回の検討委員会におきましては、主にソフト面、前から申し上

げておりますとおりですが、意見交換、議論ということにいたします。 

  先日、中間報告という形で検討委員会のこれまでの議論内容は寝屋川市へお示しし

ました。その内容も加味していただきまして、市教育委員会としましても中学校給食

導入に向けた、より具体的な調査、研究を進められていると思われます。ある意味、

同時進行のような形での検討にもなっていようかと存じますが、私たち検討委員会と

しましても、市教育委員会とはまた違った目線から意見交換、議論を行い、検討を深

めていくことで、寝屋川市における中学校給食をより充実したものにしていければと

思います。 

  残された時間は限られているわけでございます。有意義な意見を出し合いまして、

最後には最終報告という形で検討委員会から市教育委員会へ報告を行う方向にしてい

きたいと思います。委員の皆様におかれましては、本日も今までどおり、忌憚なく御

意見を出していただきますようお願い申し上げます。 

  最終報告についてでございますが、案件１になります。事務局より説明をお願いい

たします。 

○事務局 

  では、案件１、最終報告書（案）につきまして御説明をさせていただきます。 

  お手元の資料の、給食センター方式・デリバリー方式におけるコスト比較（再試

算）、これを説明させていただきたいと思います。 

  中間報告書の中で、前回お話しした分の６ページのところに同じコスト比較及びメ

リット・デメリット、課題等を載せた一覧表を載せさせていただいておりますが、こ

の中の特にコスト面につきまして再試算をさせていただきまして、より精度の高いも

のということで、最終報告書の中の別添資料ということでこちらを添付させていただ

きたいと存じておりますので、今回、まず説明をさせていただきます。 
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  まず、表の中に戻っていただきまして、給食センター方式とデリバリー方式、この

２方式についてのコスト比較を載せてございます。元の中間報告書の比較表と違いま

すところから申しますと、給食センター方式につきましては、用地購入費、これが前

回は入ってございませんでした。これにつきましては約７億円、場所によって値段は

多尐前後いたしますが、平均的な路線単価ということで、該当㎡数を掛けまして７億

円とさせていただいております。受け入れ中学校の整備費を含めまして２８億４，０

００万円で、国庫補助及び府補助金につきましては約１１億１，０００万円と試算し

ております。前回の中間報告書に載っておりました分でございますけども、その中で

食器等整備費約４，０００万円という記載がございます。これは、府の補助対象範囲

内でございますので、全額補助金の対象になりますので、１１億１，０００万円の中

に入ってございます。トータルといたしまして、初期投資、イニシャルコストが１７

億３，０００万円と見込んでおります。 

  次に、ランニングコストでございますが、前回、四條畷市の金額を参考として載せ

させていただいておりましたが、下の備考欄を御覧いただきます。途中を飛ばしまし

て、調理業務委託料、光熱水費等、食数で変動が想定される部分は、四條畷市の１．

０８倍で算定しております。これは、その上のかっこ書きの食数、四條畷市が６，２

８８食、寝屋川市が６，８２０食なので１．０８倍を掛けさせていただきまして、１

億５，１００万円でございます。施設維持管理費等が８００万円、人件費、センター

の事務職員費が１，８００万円、光熱水費が３，２００万円、トータルとしまして年

間のランニングコストが２億９００万円でございます。次に、前回の中間報告書は１

０年後の経費だけ載せさせていただいておりしたが、１５年、２０年、減価償却を加

味いたしまして、２０年スパンまで費用を出させていただいております。 

  次に、備考に下がっていただきまして、ランニングの２億９００万円の中には、※

印のところでございますが、経年劣化に伴います改修・修繕費及び調理器具費等の備

品・消耗品費は含んでおりません。用地購入費の７億円の中に、土地の造成費等は含

んでございません。財源内訳としまして、市債、地方債を発行すると思いますが、そ

の利息償還に係る費用も含んでおりません。 

  次に、デリバリー方式の欄でございますが、前回のところと一番違いますのは、ラ

ンニングコストの部分で、１食当たりの単価が前回は３２５円とさせていただいてお

りました。これは、他市のデリバリー方式の事例、選択制でございますが、これの最

高値と最安値の単価の中間を取りまして３２５円ということで中間報告書には記載さ

せていただきましたが、その後、委託料の再設計、積算をいたしまして、寝屋川市の

場合は全員喫食ということでございますので、それでいきますと単価としましては２

５０円という単価でございます。それによりまして、ランニングコストが２億９，０

００万円となってございます。 

  同じく１５年、２０年スパンで比較をさせていただいております。この表で読み取

れるとおり、約２０年スパンのケースで追いつく、まだデリバリーが安い状態でござ
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います。 

  今回、この後に議論いただきます食育、食の指導、こちらの部分を最終報告に加味

いたしまして、最終案として第６回に提示いただければと思います。 

  案件１の説明は以上でございます。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございました。 

  事務局の説明は以上で終わりました。中間報告の中で、給食センター方式とデリバ

リー方式のコスト面について、再度、慎重に試算されたということでございます。こ

れにつきましては、掛け値なしということで、事務局のとおりとさせていただきたい

と思いますが、よろしいですか。そういうことにいたします。随分綿密に調査してい

ただきまして、ありがとうございました。 

  さて、案件２に移ります。デリバリー給食の保温性、本日、事務局におかれまして

デリバリー給食における保温性、これについて実験を実施されたと伺っております。

並びに、本日の検討委員会におきましても、この保温性について委員の皆さんが体験

できる用意をしていただいておるとお伺いしました。この御説明をお願いできますで

しょうか。 

○事務局 

  それでは、案件２の説明をさせていただきます。 

  本日より２週間ほど前でございますが、１０月２０日にデリバリー給食を取り扱う

関係者の御協力を賜りまして、配送されたお弁当につきましての温度変化の実験をい

たしました。御飯とみそ汁が対象でございます。これらにつきまして、実際に御飯を

炊飯、みそ汁をつくりまして、それを実際のお弁当箱に詰めまして、実際に配送され

る梱包容器に詰めまして、その後、３時間後にどれぐらい温度が下がるのかという実

験をいたしました。 

  御飯でございますが、実際にお弁当箱に詰めた時点では６２．７度でした。これが

３時間後の１２時には５５．９度、下がること６．８度でございました。みそ汁につ

きましては、容器に入れた時点で６６．９度、これが実際に食べます１２時で５８．

５度、８．４度下がっております。当日、事務局で試食しましたが、十分温かい状態

でした。 

  今回、百聞は一見にしかずということで、今回、委員の皆様にも実際に食していた

だきたいと思っております。温かい給食ということで、御飯がいただければと思いま

す。今回、夜間でございますが、業者等から御協力をいただきまして、御飯とみそ汁

の試食をさせていただきたいと思います。実際には今から約３時間ほど前につくった

ものでございます。先ほどの実験と同じ状態で、実際のお弁当箱に入れまして、梱包

容器に入れた状態で保管しております。 

  誠に申し訳ないのですが、この講義室内での試食はできませんので、隣室に用意さ

せていただいておりますので、会議中ではございますが、そちらに移動のほど、お願
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いしたいと思います。また、試食数につきましては多尐余裕がございます。本日お見

えになっておられます傍聴の方々にも、ぜひお食べいただければと思います。限られ

た時間でございますので、早速ですが隣室に移動をよろしくお願いします。 

（試食） 

○事務局 

  それでは、引き続き進行を委員長にお願いしたいのですが、一点だけ、私の説明が

不足しておりまして、先ほど試食されました御飯、みそ汁につきまして、業者の協力

と申しましたが、御協力いただいたのは容器だけでございます。実際につくりました

のは、施設給食課の職員でございますので、申し訳ございません。 

  では、引き続き進行をお願いいたします。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございました。 

  これまでの意見交換の中でも懸念されていました温度であるとか、そういったもの、

実際に御飯とみそ汁だけでも試食ということで、またイメージが膨らんだか、変わっ

たかということでございますが、いかがでしたでしょうか。私の個人的な見解として

は、予想よりもましだなと。今、事務局からいろいろと仕掛けの話を聞きましたけれ

ども、こういうことであればありがたいかなと思っています。 

  それでは、次の案件２の議論に移らせていただきたいと思います。本日の検討委員

会の議論のメインになっています食育、食の指導について、中学校給食の導入にあわ

せてどのような指導を行っていけるかというところでございます。単純にソフト面の

話をするといっても、枠組みが尐し広過ぎますので、一定の照準を絞りたいと思いま

す。これまでの議論の中にも出てきた内容を踏まえた上で、大きく三つの観点に着目

したいと思っています。 

  まず、一つ目でございます。小学校給食からの継続ということが非常に強い御意見

でございましたし、私もそう考えております。このまま終わらせるわけにはいかない

と、寝屋川市の誇る小学校給食でございます。これを中学校給食へと継承していく、

この方策の検討、これにつきまして本検討委員会として意見を出し合う必要があると

思います。 

  二つ目でございます。中学校現場での食育、小学校でもやっておるのですが、今般

の中学校給食導入に絡めた新たな取り組みなど、食育推進のための意見交換も重要な

観点ではないかと思っております。 

  三つ目ですが、業者、民間調理場、デリバリー給食を前提とした話になりますが、

小学校における自校調理方式ではないかかわり方、例えば給食調理工場の施設見学な

ど、これまでにない取り組みも実施できるのではないかと考えます。 

  以上、早口でございましたが、よろしいでしょうか。三つの観点、もう一度申し上

げますと、小学校給食からの継続、中学校現場での食育について、業者・民間調理場

ということになりますが、それの見学等でございます。以上のような三つの観点が、
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これまでの意見交換の内容も踏まえましたキーワードになってこようかと思います。

できれば、本日の時間内に議論をできるだけまとめていきたいと思いますが、どうぞ

皆さんの御協力をお願いしたいと思います。 

  一つ目の観点から意見交換をしてまいりたいと思いますので、どうぞ忌憚なく御意

見をお願い申し上げます。 

○藤田委員 

  一点、質問です。１番に小学校給食からの継続ということを言っていただいたので

すが、デリバリー方式の場合の献立はどなたが、どこで立ててくださるのか聞かせて

ください。 

○事務局 

  献立についての質問ですが、まさしく本検討委員会で御議論いただいて、中間報告

をデリバリー方式ということでいただいておりますが、まだ市の最終決定としてデリ

バリー方式というのは打ち出してございません。今回のソフト面を踏まえまして、市

として方式決定をしていきたいと存じておりますが、まだ献立、メニュー等につきま

して、実際に具体性を持ったお答えが現段階ではできない状態でございます。 

○岡澤委員長 

  今、具体には考え切れていないということですか。 

○事務局 

  献立でございますので、業者が作成するのか、市の栄養士が作成するのかという部

分で御質問かと思います。また、先ほどと同じお答えになりますが、現時点ではまだ

検討中ということでございます。 

○岡澤委員長 

  市当局の現時点での回答でございます。それは間違いないように、小学校の継続と

いうことも謳ってあるわけですから、そういう面では栄養のバランス等々も含めての

献立、そういうかかわり方も考えていただきたいと思っております。 

  この辺を深めていくということが今回の趣旨でございますので、委員さんのお知恵

を拝借したいと思います。 

○松原委員 

  小学校給食からの継続という形で、私どもＰＴＡ、保護者につきましては以前から

お話しさせていただいておりますように、小学校給食に対しての満足感や安心感、安

全に対する部分やアレルギーに対する対応等、きめ細やかな小学校での給食のあり方

が、特に寝屋川市の給食についてはいいところではないかなと以前もお話しさせてい

ただきました。 

  また、食育の観点も含めますと、地域の農家の方の御協力をいただいたり、お米を

育てたり、そういうような子どもたちが実際に手でさわったり、においをかいだりし

ながら食べ物に対する教育をしていただいていました。そういう部分につきまして、

なかなか継続という部分の考え方というのは難しいことかと思います。一番大きいの
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は、安全性や信頼性、そういう部分についての給食の観点、そのような部分はどのよ

うなお考えであるのかなというのが、まず一つお聞きしたい部分です。お願いします。 

○岡澤委員長 

  お尋ねですので、安全性、信頼、小学校でいろいろな形で進めてきた、お米をつく

ったりとか、本当に私も某所で聞かせていただいて、寝屋川市の給食はすごいなと思

っていたのですが、そのような点につきましても安全性、信頼性、親としては一番で

あるということで、どうでしょうか。答えられる範囲で、ディスカッションですので。 

○事務局 

  小学校からの継続、継承ということで、一番大前提としまして当然、安全で安心な

給食、これは市の責任を持って必ず対応してまいりたいと思います。 

  また、先ほどの献立につきましても、どちらが考えるかという部分につきましては

お答えしかねますが、それにつきましても栄養バランスの取れた給食を当然、生徒・

児童にとっていただくということで、これも市の責任において必ず適正なものをつく

ってまいりたいと考えております。 

  地産地消の部分につきましても、小学校で実際に一部やっております。それを引き

継ぎまして、できる限り、中学校でも取り入れてまいりたいと思います。 

  また、かかわりの部分でございますが、現在、小学校の栄養担当もしくは給食担当

での会議等もございます。そちらでの小・中学校の連携の中でのかかわり方、こうい

ったものも十分検討して、よいものにしてまいりたいと考えております。 

○岡澤委員長 

  継続、継承という意味では幅広いわけでございますが、いろいろな面でうまくやっ

ていればやっているほど、多岐にわたっていい面がございますので、そういう面では

市の責任においてというお言葉を私はきちんとキャッチしておりますので、栄養バラ

ンスやそういうものだけではなくて、地産地消も含めて、これはデリバリー方式とい

う形になったとしても、それは地域の方々の支えという部分、食育については後ほど

またお願いします。 

○川北委員 

  今の意見に引き続いて安全・安心の観点で意見を述べます。小学校の場合、除去食

の取り扱い、別の容器に入っているとか、既に用意されている個別のセットで対応し

ております。今、御飯とおみそ汁をいただいたのですが、具体的に言いますと、中学

校給食の場合も容器の色が違うとか、何か上に貼るだけではなくて、はっきりわかる

ような形式というのが必要かなと思います。具体的な事例として、小学校の場合でし

たら給食当番がいて、担任はいっしょに給食室へ行きます。給食室には栄養士さんや

調理員さんがおられて、そこの対応で、１対１で渡すというような作業が入ってまい

ります。ですから、そこで１回、除去食等が確認されることになります。そして、教

室に行って担任が再び除去食であることを確認する、本人が確認する場合もあろうか

と思います。今話し合っています中学校の場合ですと、センター方式・デリバリー方
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式とも、同じ形式で一人分が来るとした場合、中学校の担任の先生が時間的に対応が

できるのかどうか課題になると思います。あとは本人の自己責任で対応するというよ

うになろうかと思うのですが、間違いが起こらないような仕組みというのはソフト面

で重要な視点だと思います。ですから、そこのところを一手間かけていただいて、わ

かる形を編み出してもらいたいと思います。小学校の安全が、形は変わるけれども中

学校でも踏襲されているというような中学給食、一例ですが、なろうかと思いますの

で、御検討をお願いできればと思います。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。 

  基本的なことですから、小学校は容器にラベリングする、そういう形で除去食を提

供している。容器や形でわかるのですね。間違いが起こらないと。そこに担任なりの

指導が入って、間違わないようにということですね。このような工夫はあって当然だ

と思いますので、議論するまでもなく、この辺の間違いのないようにお願いいたしま

す。 

○龍田委員 

  アレルギーを持っている子どもさんは、それだけで僕はみんなと違うとか、アレル

ギーがあるからという何か心の中につらいものを持っておりますので、容器でもいろ

いろな形で配慮していただければと思います。 

  全員喫食ですので、全員が食べられるようにアレルギー対応もきちんとしていただ

ければと思います。お願いします。 

○岡澤委員長 

  そういう配慮、心配り、それと間違わないという、そういうデリケートな問題につ

いても検討をする。何かそういう面でアイデアはございませんか。 

○事務局 

  アレルギー対応でございますが、御意見のありましたとおり、二重、三重のセキュ

リティ、チェック機能を含めまして対応は当然していきたいと思いますし、学校現場

との連携も当然でございます。業者の確認、いかに行政としてそこにチェック体制を

取っていけるかというところにかかわってこようかと思います。 

  ただ、小学校と比べまして、やはり基本的に除去食による対応になるのは現実ござ

います。御意見にございましたとおり、お弁当箱で色分けするとか、それも生徒にと

りましてはつらい部分ももしかしたらあるのかもしれません。その点につきましても、

現場の先生との連携を深めまして、真摯に対応を取ってまいりたいと考えております。 

○岡澤委員長 

  先ほど、川北委員が小学校では色で分けているとおっしゃっていました。その時点

で、この子はアレルギーだということがわかっているわけです。それが、学級経営的

な部分でやっているということで、そういうことで冷やかしたりとか、問題を起こす

ようなことは一切ないということでは、ずっとそういう育ちをしているわけで、それ
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が中学校にも継続されてしかるべきだと思いますし、そういう面でもお知恵がござい

ましたら、こういういい方法があると。いずれにしても、中学生というのは非常にデ

リケートな精神構造を持っておりますので、そういう面ではより慎重にしていく必要

があるかと思います。 

  しかし、アレルギーがあって、それを間違って食べることによって命の問題にかか

わってくるわけですから、これは絶対に許せないことです。その上で、今おっしゃっ

たような心づかいというのが大事かなと思いますが、何かほかに。 

○池嶋委員 

  食育、食の指導ということになってくると、我々保護者としてはわかりづらい部分

があるのも事実なのですが、重ねてになりますが、やはり学校と給食課としっかりと

連携していただいて、何をすれば生徒が喜ぶのかということを現場ときっちりと話を

詰めてやっていただければと、保護者サイドはそれが一番だと思っております。よろ

しくお願いします。 

○岡澤委員長 

  第２のセクションでまた深めると思いますが、保護者との連携、学校と行政との連

携、こういったものをきちんと取るということでございますが、よろしくお願いしま

す。 

○川北委員 

  小学校給食でもう一つの観点としまして、楽しい給食というのがございます。例え

ば市の御配慮によりまして、容器が以前の金属製のものから陶器型の物に変更した経

過があります。見栄えも良く、食事時間の雰囲気も変わってきたと思います。 

  先ほど見せていただいた容器が悪いということではないのですが、担当部局で、生

徒が喜ぶような工夫も含めて検討いただくとありがたいと思います。保温性は先ほど、

意図はよくわかりましたが、そこに色、模様、形に何種類か変化があればと思います

ので、検討ください。 

○事務局 

  今のお弁当容器の選択、決定につきましては、なるべく我々で決めるのではなく、

生徒の意見を何とか反映させることを検討いたしております。色につきましても、あ

る程度の選択はあってもいいのかなと、現時点では思っておりますが、今後の課題と

して調整してまいりたいと思います。 

  楽しい給食ということについてですが、お弁当容器もしかり、食材なり、私見が入

るのですが、バイキングですとか、いろいろな形で子どもに変化球と申しましょうか、

そういったことも企画を持って市として検討していきたいとは考えてございます。 

○岡澤委員長 

  楽しい給食ということでのお話が出ておりますが、容器を生徒に選ばせるというの

は、いろいろなモデルの中から選ぶということですね。Ａ中学校とＢ中学校は違う色

であるとか、一つの学校で７色ぐらいあって、それをチョイスするとか、その中でア
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レルギーはまた別途、ぎざぎざをつけるとか。私のイメージですけど、選ばせるとい

うのはどういうことかと思いまして。 

○事務局 

  今、委員長がおっしゃいましたくらいの選択があってもいいと思うんですけども、

まだ全く青写真状態で、今後の検討課題でございます。どこまで生徒の意見を取り入

れられるかということも含めまして、今後検討していきたいと思います。 

○岡澤委員長 

  いずれにしても、こちらで決めてしまうというのではなくて、生徒の意見をできる

だけ取り入れていくという方向が確認できました。 

  それから、バイキングというのは、よくわかりませんが。 

○事務局 

  それは、ある程度私見が入りまして、申し訳ございません。そういったいろいろな

給食の楽しみ方というのがあるのかなと、個人的にも感じておりますので、そういっ

たことも今後十分反映させていきたいと考えております。 

○藤田委員 

  小学校でもバイキング給食をやっています。 

○岡澤委員長 

  おやりになっている。これは年間に何回かですか。 

○藤田委員 

  最後に１回、６年生です。 

○川北委員 

  本校の場合は、給食週間にアンケートをとって、日ごろと違う組み合わせのお楽し

み献立を考えて実施します。そういうイメージかなと、聞かせていただいていました

が、非常に子どもたちも喜びますので、中学校でももし可能であれば実施していただ

きたいと思います。 

○岡澤委員長 

  デリバリー、お弁当方式でもそういうことが可能ということなのですね。僕がたま

に行くホテルなどでは、喜んで朝御飯を食べるのですが、それは楽しいなと思います。 

  私、ある時期に某市に出向しておりましたときに、ここは小学校でバイキングをや

っていると聞きましたので、全国一だと言っていたのですが、毎日そうだと思ってい

たのですが、大間違いで、実際はローテーションをかけてやっているということでご

ざいました。しかし、栄養のバランスということでも、栄養もきちんと取れるような

バイキングもやり様によってはあるのだなということを思い出しました。 

  どうぞ、御意見、御質問をお願いします。 

○松原委員 

  小学校からの継続、今、食べ物や容器のこともいろいろと議論という形で検討して

いただいているのですが、小学校６年間のうちに、お昼になると給食当番が配膳室に
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取りに行き、また皆に食事を配り、食べながら片付けをし、また給食室に片付けにい

くというような、食べることについての習慣、しつけみたいな形、そういう形の配膳

や片付け、全員でするような習慣、そういうような部分はデリバリー方式のときにど

ういうような観点で検討されるのかというところがあります。食べ物については、い

ろいろな献立、サンプル等がありますが、６年間培ってきた食べる習慣、片付け、配

膳、そこらを全員で協力し合ってする、個人個人もしっかりと身についているという

ようなところを、どういうように継続するかというのはどうお考えかお聞かせくださ

い。 

○岡澤委員長 

  これは、食育の領域に入るのかなと思いますが、やはりそういったことも、小学校

６年間で培ってきたものを、これも継続という意味では絶やすことなく、何らかの形

で、単なる食育だけではなくて、せっかく培ったものを何らかの形で発揮できるよう

な状況、食缶を一つ一つ片付けるということはないですが、先ほどのあれでは、たぶ

ん、おかずの食器と御飯と汁物、牛乳、そういう面ではきれいに片付けないといけな

いということです。よく出ていましたが、中学校では非常にタイトな時間で、昼の時

間や部活動、そういう面ではより簡単に片付けるような、そのようなことでデリバリ

ーになってきた経緯があったかと思いますが、そういうことで言うと、その中でも給

食当番というか、そういうものを６年間でしつけてある、そういうことでおそらくう

まくやっていけるであろうと思います。 

  これも２０年ほど前に出向していたところなのですが、全国大会をしたときに、本

当によその学校から見に来られた人が、よくしつけられているなと、そういう面では

感動しておりましたし、それが９年間やっていけるということは、片付けも含めて、

自分たちの食べたものは責任を持ってするという、これはどこの家庭でもしているわ

けですが、これこそ継続が大事だろうと思います。 

○川北委員 

  今述べられている意見は、二つ目の「中学校教育」という観点と関係するかと思い

ます。小中一貫、小学校から中学校へという点で、指導の中身の共有化が大切だと考

えています。小学校の場合でしたら学校に給食の担当がいます。中学校になりますと、

そういう方々の位置づけがこれからの作業として必要になってこようかと思います。

どなたが給食を担当されるのか、決まられましたら、やはり小学校と何かつないでい

ただくような合同の会議を、毎月というわけにはいかないかもしれませんが、学期に

１回なり実施していただきたいと思います。いろいろなところでつながって情報交換

をしていただく、こういう組織づくりをしていただくのも一つ観点としては大事だと

思います。これはセンター方式、デリバリー方式問わず、実施するということは可能

かなと思いますので、御検討いただければと思います。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。 
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  御検討課題といたしましては、やはりする以上は校務分掌が出てくるわけでござい

ますので、そういった面で小学校のノウハウを継続していく、そういう協議会、合同

会議みたいなものは当然お考えになっていると思いますし、必要だろうと思います。

それを面倒くさいと言ってしまえばおしまいでありまして、食育というのは次のテー

マに入っていますが、やはり一生大事にしないといけないことを子どもの間に培うと

いうことが大切と思います。 

○藤田委員 

  食育のことに関連することとして、私も同じことを思っておりました。アレルギー

児の対応、喜ぶ給食、楽しい給食ということを考え、また食育も考えると、必ず学校

に専門的な担当者が１名必要だと思います。小学校の給食を継続、継承していただく

という点においても、その実態を知っている現場の先生が必ずいていただく必要があ

ります。親御さんとの窓口にもなっていただかないといけないし、今後話が出るであ

ろう給食費の問題等もありますので、必ず担当者が１校に一人は要るかなと思い配置

のお願いをしたいと思います。 

○岡澤委員長 

  給食にかかわってのプロフェッショナルといいますか、いろいろな面で専門的によ

く知った方が必要だろうと、私もそう思いますが、過渡期には若干の、混乱してはい

けないのですが、慣れないということもあろうかと思うのですが、早い時期に定着で

きるような状況というのは、ぜひ市でも何らかの工夫をお願いしたいと思っています

が、よろしいですか。 

○龍田委員 

  中学校では、給食担当の校務分掌で先生を割り当てないといけないということは、

校長会でも話はされています。学校によっては、現時点で食育推進委員という形で、

将来は給食担当に持っていく、そういう校務分掌を割り当てているところもあります

が、まだまだ尐数なのです。２４年度からはということで考えてはおりますが、藤田

委員がおっしゃったように、中学校にはなかなか給食を経験した者がいないのです。

一人、二人、小学校から来た先生がいらっしゃって、それも大分前の経験で、ほとん

ど知識がないような状態なので、できましたら知識のある方の人員配置をしていただ

ければ大変ありがたいかなと思っております。 

○岡澤委員長 

  素直に受けとめていきたいと思っていますが、それはいろいろと工夫があると思い

ます。本年度から英語科でも、大阪府の職員採用試験において、小中連携もしていま

すし、そういう面では小中連携があってしかるべきだと思っています。免許証の関係

等もありますから、必ずしも十分にということはできませんが、そういうことを活性

化も含めて、今まで以上にそういう工夫の仕方、それこそ中学校の先生が小学校に行

って、学んできてするとかいう、そういう方法もあると思いますが、やはり今おっし

ゃったような不安をぬぐうためには、小中連携を求められると思います。 
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  小中連携ということで話を進めておりますが、よろしいでしょうか。 

  いったん、これで切らせていただいて、次の項目、二つ目に申し上げました、先ほ

どから尐し関連して食育の話も出されておりましたが、中学校現場での食育につきま

して、絞って御意見や御質問をお願いします。 

○池嶋委員 

  先ほどからの、小学校からの継続と同じ話になると思うのですが、中学校でもやは

り食べるときには、今、お弁当のときにはみんなが好き勝手に食べて、ばらばらな状

態だと思うのですが、そうではなくて、やはり同じものをみんなで食べようというわ

けですから、これはみんなが配り終わってからいただきますということで、食事を始

めて、自分の食べたものは自分で片づけるというような、やはりしつけの部分で、こ

れは学校に頑張っていただかないといけないのかなと思います。 

  １２学園構想、今、寝屋川市が進めています。五中はゴリン学園ということでして

いますが、そういうものも活用しまして、二小一中、そういうものが連携して、連絡

を密にしていただきたいと思います。 

  また、保護者も弁当をつくらなくてよくなったから万歳ではなくて、もう尐し興味

を持って、学校にも入っていかないといけないのかなと、お話を聞いていて思った次

第です。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。 

  同じものを食べる、全員喫食ということが一つの寝屋川市の特色でございますし、

そのよさを発揮できるような形でしていきたいと思います。 

  中学生のことですから、いろいろな面で要領といいますか、段取りといいますか、

上手になります。小学校の６年間はむだではなく、片付けも早く、てきぱきとできる

と思います。そうでない学校も聞けばあるようですが、そういうことができるように

していくことが、これからの日本を背負って立つ人たちにとっても大事なことではな

いかと思います。 

  食育にかかわってお願いします。 

○龍田委員 

  現在のお弁当なのですが、班、又は自由なところもありますが、４時間目が終わっ

たら机を移動させて、お弁当の用意をして、担任が来て、「いただきます」で始める

という形がほとんどの学校で行われていると思います。自由にぱっと食べるのではな

くて、私は全部の学校を知っているわけではないのですが、それはできていると思い

ます。ただ、給食になりましたら、きちんと配るところからの指導も担任がついてし

ないといけないと思っております。 

  現在、中学校での食育というのは、小学校さんほどきちんとできていなくて、家庭

科の時間に調理関係、食物の分野がありますので、そこで食育を行っております。私

の学校でしたら、寝屋川市の伝統的な食事、どろいも御飯とか、何とかのおつゆとか、
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さつまいもが入った蒸しパンのようなもの、そういう伝統食の冊子に載っているもの

を調理実習したり、以前ですがお弁当のおかずを調理実習でしたりということをして

いたらしいです。それから、季節の行事食、そういう勉強もして、そこでは家庭との

連携を行って、御節料理の写真を撮ってきて冬休みの宿題にするとか、御雑煮やおひ

な祭りの御飯、そういう行事食の勉強もしていると聞いております。 

  今度、給食になった場合は、給食の献立表が中学校の家庭科の授業ではとても役に

立つというふうにおっしゃっています。栄養素やバランスの取れた食事、カロリー計

算等で役に立つので、それは活用したいと家庭科の先生が申しておりましたので、先

ほども出ましたけども、献立表には力を入れていただければ、中学校の食育の推進に

もなっていくのではないかと思っております。 

  それと、食育をするのにお弁当という物だけではなくて、やはり人とのつながりが

大事だと思います。給食をつくっていただいている方、民間調理場の見学も先ほど言

われていましたが、そういうところで人とつながって、つながることで自分たちの食

事というのはこのようにして出されているのだということもわかっていく、これも食

育かなと思っております。 

  まだまだ中学校にとってはできていない食育ですので、これから勉強していかない

といけないと思っております。 

○岡澤委員長 

  献立に力を入れていただきたいという強いメッセージがあったかと思います。主に

家庭科という教科の中で、調理実習を通じて地域のもの、伝統的な食事、季節のもの、

あるいは行事食、こういったものも継続しているというか、家庭科の先生に御指導い

ただいているということです。こういうものとか、マナーであるとか、いろいろなこ

とについても、これはお弁当でも、食べるときには行儀よくということは担任が指導

は行き届いていると思いますが、いっしょに同じものを食べるということに意味があ

って、そういうものが指導しやすくなるということではないかと思います。 

○川北委員 

  最初の目標の中に、学校給食の役割として体力の向上や好き嫌いのないバランスの

よい食事という表現があったと思います。そうしますと、今回スタートしたときに、

小学校ではしておりますが残量調べ、つまり残した食材の調査や、その分析も必要に

なってこようかと思います。それはメニューの改善や量の多さ、尐なさも含めて、当

初特にきめ細かく内容を把握していただくことが非常に大事かな思います。そうでな

いと、掲げた目標がただの看板だけになってしまう場合があります。食事の改善を視

点に実施する給食ですので、全部食してもらうということが基本になります。指導の

一つとして、「残さず食べよう」を例にあげれば、その内容を検討いただく担当部署

が、実施後に体力がこのように向上したとか、体の成長がこう変化したという内容を

提示していただくことが、寝屋川市が給食にシフトした意味があったということが実

証できるのではないかと思います。そのあたりもあわせて御検討していただいたり、
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実施していただいたらありがたいと思います。 

○岡澤委員長 

  ただやっておしまいということではなくて、残食が出てきた場合、メニューや量に

改善を加えるような検討、これは引き続きやっていただきたいということです。 

  やり始めた以上はよかったなという、当初、本当に神経を使って、きめ細かく、こ

んなものだったらということにならないようにお願いしたいと思います。 

  地域の昔からの食べ物なんかは、炊いたものなどは残すことが多いらしいのですが、

それも料理の仕方によっては、このようにうまくできるというふうなことで、食わず

嫌いでいたものが、こんなにおいしかったとかいったことも実際に聞いております。 

  これは別の話ですが、食育をこれだけ熱心にしている以上、これは小学校の取り組

みですが、５・６年生になったら今までさんざん給食を食べてきたのだから、学期に

１回ぐらい自分で弁当をつくってきなさいという弁当デーをするとか、もう自分でつ

くれるだろうということで、家の人に頼らないで、自分で御飯を炊いて、自分でバラ

ンスの取れたおかずを入れる、そういうものを年に何回か実施し始めていますという

ことも聞いた市がございました。そのようなことも工夫として、いわゆる結果がどう

なのかということで言うと、そういう展開もあってはいいのではないかと思います。

当面はそういうことではなくて、実際には多い、尐ない、質量の問題、こういったも

のをきちんと地道に調べていただき、反映していただくことをお願いします。 

  では、三つ目にいったん行かせていただいて、また思い出したら戻るということで、

とりあえず三つ目に進めさせていただきます。 

  業者、民間調理場、先ほども話に出ておりましたが、デリバリー給食を前提として

います。ネーミングはデリバリー給食ということになるかわかりませんが、方式的に

はそうであるということです。小学校における自校調理方式ではないかかわり方。小

学校なら自校調理方式ですから、実際に調理している場面に毎日出くわすわけですが、

そういうことではなく、毎日出くわしても毎日見ているわけでは決してありませんの

で、そういうことで言えば、給食調理工場の施設見学、そういう方々の苦労、御尽力

に対する気持ちみたいなものをそこから勉強すると。 

  実際に、例えば小学校で社会科の時間に清掃工場の見学をやっています。昔、東京

であった全国の研究会で、子どもたちがごみ処理場を見学に行ったときに、それまで

はくさいと言っていた子どもたちが、見学することによって、分別ができていなかっ

たら本当におじさんたちが苦労するのだなと、黒い煙が出ているときは苦労している

と思って、あまり煙が出ていないときは、今日はおじさんたちが楽だなということを、

機械の操作だけではなく、本当に人の苦労みたいなものを見学したときに話をされて、

それが伝わって、見学した後からは二度とくさいとか、そういう声がなくなったとい

うレポートを聞かせていただいたことがあります。そういう面では、やはり必要なの

だろうと思います。 

  小学校にはない、そういう面でのやり方、先ほども龍田委員からもございましたし、
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何らかの形で食事をいただくありがたさみたいなものを、身をもって体験することも

大事かなと思います。 

  かかわって何かありませんでしょうか。 

  その他も含めてお願いします。 

○川北委員 

  その他ですが、今日出していただいた再試算のコスト比較表を見ますと、おおむね

１食２５０円とありますが、単純に計算すると１カ月どのぐらいの費用のイメージが

あるのですか。 

○事務局 

  尐し誤解を招いているようですので、２５０円と記載しておりますのは、いわゆる

委託料でございます。要は、市としまして業者に払う委託料でございます。今お求め

になっているのは、いわゆる給食費ですね。小学校で言いますと月額３，６５０円、

それにつきましては、給食費そのものの対象は食材費がメインでございます。この委

託料の中に食材費は入ってございませんので、全く別枠でございます。 

  今後、デリバリー方式を市として決定しましたら、その時点から給食費というもの

も当然検討してまいりますので、現時点では単価的なものは決まってございません。 

○岡澤委員長 

  私も誤解していました。委託料なのですね。 

  いろいろな家庭がありますし、先ほども給食費を滞納されるような親たちをどうす

るかという課題もございますし、その辺で言っても、おいしくて安いものというのが

願うところでありますので、そういう工夫は切にお願いを、これは給食の一番大きな

メリットであると思います。子どもが５００円で調理パンや菓子パンを買ってくると

いうことに比べて、３００円ぐらいで食べられて、しかも栄養バランスがいいと、そ

ういう面では一工夫も二工夫もお願いいたします。なるべくリーズナブルでおいしい

ものをということで、よろしいですか。 

  今の給食費につきましては、全国各地でしているものが一つの参考なのでしょうね。

業者もそういうことで対応してくるのでしょうね。 

○事務局 

  全国的な平均、データで申し上げますと、中学校給食の月額が全国平均で４，５０

０円ほどと聞いてはおりますが、いかんせん、我々はまだ食材費、先ほどのデリバリ

ー方式が決定しましてから詳細を決めてまいりますので、その中でどれだけの食材が

要るかということを念頭に置きまして、十分に検討してまいりたいと思っています。 

○岡澤委員長 

  小学校は、低学年と高学年で若干値段が違いますか。 

○事務局 

  いっしょです。 

○岡澤委員長 
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  市によっては違うところがありますね。 

  あちこちに話が飛んではいけませんが、先ほど御飯をいただいたときに、中学生で

は随分量に差が起こってくるだろうと思いました。部活動をしている者は二つぐらい

要るのではないかという話題が出ていましたが、この辺の調整は、食育の部分ではな

く、その他の部分でお話していますが、調整はあるのでしょうね。 

○事務局 

  イメージとしましては、男子生徒は多目に、女子生徒は尐な目にといったことも考

えられます。大小の区分けといいますか、選択は考えてはいきたいと思っております。

ただ、ついでの意見で申し訳ないのですが、例えば部活をされている女子生徒は逆に

食べたい子もいらっしゃる、こういったときに、これは聞いた話ですが、食缶方式で

すと、多目によそってほしいというのを女子生徒が言いにくい面もあるというような

ことは、現場では聞いております。 

○岡澤委員長 

  それはいい方法があるのでしょうね。きめ細かくという意味では、対応していかな

いといけません。アレルギーのもの、本人の好み、量、複雑だと思いますので、その

辺でも、できるだけ寝屋川市方式はすばらしいなというものをお願いしたいと思いま

す。 

  その他に自動的に移っておるのですが、あまり３番目の意見というのは、民間調理

場にかかわってのお話はなかなか難しいなと思うのですが、小学校からの給食の継続

という意味では、小学校のノウハウを可能な限り見習うということをやっていただき

たいと思います。 

  それから、二つ目の食育については、せっかく６年間培ったもの、さらにそれが発

展していけるような方法をとっていただきたい。これについては、当然のことながら

中学校の先生にもしていただくという機会が生まれてくるであろうし、それは弁当で

もしていますので、加えて一斉に食べるということのよさをいかんなく発揮して、弁

当箱にふたをしながら食べる、あるいは今日も同じおかずを持ってきたということで

恥ずかしがらないで、みんな同じものを食べているわけですから、そういうことをし

ていけるのか全員喫食の最高の部分ではないかと思います。そういう面での給食にか

かわっての食育が可能になってくると思います。 

  例えば、我々大人でもするのですが、おかずの中でこれが好きで、あれが嫌いで交

換しようかという、食育の指導の中でそのようなことはしてはいけないとしていかな

いといけないのかなと思いながら、栄養のバランスを考えて全部食べなさいと指導し

ないといけないのかなと思いながら、先生たちにはいろいろと指導していただくこと

があろうかと思います。 

  食育という点では、栄養のバランス、マナー、将来メタボになってからでは遅過ぎ

るというようなことからの話、こういったものも、これは例えば栄養職員が出してい

ただいたものを基に、家庭科の先生や保健体育の先生、いろいろな教科の特性に従っ
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て総合的に指導、国語では作文指導の中で、小学校ではされているのですね。そうい

うことも中学校に求められていくのではないかと思います。 

○川北委員 

  その他のことですが、可能かどうかはわかりませんが、工場が遠ければ遠いほどリ

スクが高いと思います。単純な計算なのですが、寝屋川市内にあれば、センター方式

と変わらないようなイメージも持てるような気がします。もしもデリバリー方式とな

った場合でも、市が業者選定を行う場合、給食をつくる施設が市内に設置している業

者を考えることはあり得るのでしょうか。そういう観点というのはどうでしょうか。 

○事務局 

  現時点では明確なお答えはできないのですが、デリバリー方式に決まってからにな

ります。ただ、小学校の調理業務委託も実施しておりますので、該当業者はゼロでは

ないと思いますが、中学校給食となりますと、今後いろいろな選定条件を考えながら

検討していかないといけないと思っています。 

○岡澤委員長 

  一足先に決めた大阪市はかなり学校数も多いし、生徒数も多いです。それがデリバ

リー方式でするという方向でしています。業者の取り合いになります。そこからいい

ものが生まれてきたら、おいしいところがもらえます。今おっしゃったように、早け

れば早いほど、寝屋川市で工場をつくってもらうというわけにはいかないのかな。要

望として、今のはフライングです。すみません。 

  大体、皆さんのお考えいただいたこと、特に三つに絞らせていただいたので、かえ

って束縛してしまったのかと思いますが、その他も含めまして何か一言ございました

ら、意見を承りたいと思います。 

○藤田委員 

  給食費のことですが、具体的に４，５００円ぐらいということが出ました。最初の

ころから業者と直接申し込みをするということをおっしゃっていたように思いました

が、給食費の徴収に関して、もう一度だけ聞かせていただきたく思います。 

○事務局 

  徴収の方法でございますが、それも未定、検討段階でございます。実際に小学校で

しています徴収方法と同じになりましょうか、それ以外になりましょうかという部分

につきましても、今後検討は十分に責任を持ってさせていただきたいと思っています。

現時点では、申し訳ないですが、何も決まっておりません。 

○岡澤委員長 

  どこの市でも、これが一つの大きな悩みといいますか、そういったものについても、

尐なくとも学校の先生の負担がふえるということになれば、いかがなものかと思いま

すので、いろいろな仕方がありますから、ここでは談じることができませんが、そう

いう面ではできるだけ徴収の心配をなくすようなことでお願いしたいと思います。 

  そうしましたら、三つの観点からの話を、改めて復習することでもなかろうかとは
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思うのですが、最初の学校給食から学ぶ、勉強するためには、協議会みたいなものを

設置してはいかがか、あるいは、安全、信頼のおける給食、特にアレルギー等のこと

につきましても、そういう面では容器にかかわってもきちんと対応ができるようにお

願いしたいということでした。 

  それから、食育とかかわっての部分ですが、学校と教育委員会、保護者、こういっ

たものを連携することの大切さ、それも含めて小学校の心、熟達した指導を引き継ぐ

ための何らかの方策をお願いしたい。人事雇用は一つの例でございましたが、いろい

ろな形で、初めのうちは特に混乱しますので、そういう意味で熟達した人が必要では

ないかということも意見として出ておりました。楽しい給食についてもお願いしたい

と、色とか、そういう面につきましては子どもたちに容器や色を選ばせるというよう

なことも方法としては出ておりましたが、その辺もよろしくお願い申し上げておきま

す。 

  いずれにせよ、小中の連携という面では、いろいろな面でのノウハウ、御指導を伝

授していただくというようなことが必要ではないかと思いました。特にアレルギー等

は決定的なものだけに、その辺の間違いのないようにということが出ました。 

  尐し荒っぽいまとめになっておりますが、もし不足部分がありましたら、お願いし

ます。 

  二つ目の食育、中学校なりの食育ということについてはどうなのだろうか。同じも

のを食べるよさをいかんなく発揮する、そういう面ではしつけもきちんと、配膳など

についても指導を、この際だから特に必要であると思います。 

  それから、中学校で具体的に指導は家庭科であるとか、全教科トータルでしていく

必要があると思いますが、家庭科としての役割としてはこのようなことがあるのかな

ということで、調理実習からお話をいただきました。 

  もう一つは、献立に力を入れていただきたいということです。これは小学校の自校

方式とは違うわけですが、栄養面やいろいろな面に力点を置いていただきたいという

ことです。 

  それから、お弁当をつくる工場見学なども含めて、人と人とのつながり、こういっ

た小学校とはまた別の工場見学などもあっていいのではないかという話もありました。 

  中学生の学校給食において、体力、好き嫌い、こういったものの中で残食等が起こ

ってきます。そのときのメニュー、量、こういったものの改善のためにもきちんとし

た分析をお願いしたい。特に初めでございますので、きめ細かいことをしていただい

て、看板倒れにならないような、食育についても進めていただきたいと思います。残

さずに食べようということが本当にできるようにお願いしたいということでございま

す。 

  給食費の面については、まだまだ検討途中でございます。 

  その他、デリバリーの工場のお話であったり、給食費の徴収の心配であったりとい

う形で出ておりましたが、民間調理場ということから起こってくる問題、そのリスク
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のような問題も課題としてクリアしていただきたいという要望も出ておったように思

います。 

  そういうことで、大ざっぱなまとめになりましたが、その辺でよろしいでしょうか。

もし、つけ足し、問題がありましたらお願いします。まだ、まとめ切れていないかも

しれません。意見交換の大体のまとめをさせていただいたつもりですが、また何かあ

りましたら、終わった後でも私なり、事務局にお伝えいただけましたらよろしいかと

思います。 

  本日、意見交換した内容も踏まえまして、検討委員会といたしまして、この後に最

終報告ということになります。先ほども話がありましたが、デリバリー方式の比較、

あるいは今日出てきたようなソフト面での話も添えて、最終報告になろうかと思いま

す。これもどのような形で行うか、また事務局と相談しながら考えていきたいと思い

ます。時間の可能な限り委員の皆さんの御意見をいただきました。そういう状況報告

ができるように努めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  それでは、最後です。次回の検討委員会につきまして、事務局よりお願いします。 

○事務局 

  今回、第５回の検討委員会、今、御議論いただきました食育、食の指導、その他の

部分につきまして、委員長にお考えいただきまして、最終報告としてまとめていただ

きたいと思います。その最終報告（案）を第６回に御提示させていただいて、皆さん

で最終の御確認をしていただければと思います。 

  その最終回、第６回の検討委員会の開催日程でございますが、日程調整がつい先ほ

どつきまして、誠に申し訳ございません。１１月中という形で事務局サイドで考えて

おりましたところ、下旪では皆様の御都合が合いませんでして、直近でございますが、

１１月１４日、月曜日ということで、つい先ほど調整が完了したところでございます。

急なお話でございますが、１１月１４日ということで、第６回をよろしくお願いした

いと思います。場所につきましては、本日と同じく２階の第二講義室で考えてござい

ます。よろしくお願いいたします。 

○岡澤委員長 

  それでは、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ます。 

  委員の皆様におかれましては、長時間にわたり御議論賜り、ありがとうございまし

た。 

 

 

 

 


