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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１４日（月）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 

  こんばんは。 

  定刻となりましたので、第６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。 

  本日におきましても、御多忙の中、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、委員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、岡澤委員長に委員会の進行をお願いしたいと思います。 

○岡澤委員長 

  改めまして、皆様、こんばんは。 

  第６回寝屋川市中学校給食検討委員会を始めたいと思います。 

  ただ、大変タイトな中で皆さんにお知恵をいただきまして、今回は結びということ

になりました。テープ起こしを聴きますと、意味不明のことを何回か言っていたよう

で、大変御迷惑をかけたなと思いながら、そういう中で皆さんのいろいろな形でのフ

ォローをいただきましたこと、改めて感謝いたしたいと思います。 

  本日の案件は、お手元にございます次第のとおりでございます。最終報告について、

その確認でございます。 

  それでは、事務局より御説明をお願い申し上げます。 

○事務局 

  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をさせていただきま

す。 

  第６回寝屋川市中学校給食検討委員会の次第が表紙でございます。次に、資料１の

第５回中学校給食検討委員会（要旨）、寝屋川市中学校給食検討委員会最終報告書

（案）でございます。皆様、お手元にございますでしょうか。 

  では、資料の説明を座ってさせていただきます。 

  前回までにも御説明させていただいておりますけれども、この寝屋川市中学校給食

検討委員会におきましては、全６回のスケジュールの開催を考えてございます。した

がいまして、本日の第６回をもちまして意見交換、議論の取りまとめをしていただき

たいということにつきまして、前回もお願いしたところです。 

第 ６ 回 寝 屋 川 市 中 学 校 給 食 検 討 委 員 会  
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  先般、市の中学校給食の円滑な導入に向けまして、中間報告書という形で検討委員

会での意見をいったん資料にしていただきました。その後も、主にソフト面にかかわ

る意見交換、また導入に当たっての御提言、御希望、その他御要望といった内容につ

いてもいろいろお話をいただいたところでございます。 

  本日、皆様のお手元には、先ほど御紹介しました最終報告書（案）ということで冊

子を配付させていただいております。これにつきましては、第１回から第５回、前回

までの意見をすべて踏まえまして、岡澤委員長に構想を考えていただき、形を整えさ

せていただいたものでございます。 

  内容につきましては、委員長から御説明を簡単にいただけますでしょうか。 

○岡澤委員長 

  お手元に最終報告書、そのものずばりでございますが、概略を申し上げたいと思い

ます。 

  本検討委員会につきましては、第１回を７月、今は秋も過ぎて冬に近づいておりま

すが、皆さんの６回の中での意見交換、議論をしてきたところでございます。検討委

員会の前半におきましては、中学校給食の実施方式と、主にハード面での議論を、後

半におきましては、よりよい中学校給食となるようソフト面の充実の議論をという市

の御意向に沿いまして、会議の進行をしてきたつもりでございます。 

  さて、この冊子の中を確認いただきますとおわかりになるかと思いますが、中間報

告でもまとめさせていただいた内容につきまして、ほぼ同内容で採用させていただい

ております。 

  最終報告をまとめるに当たりましては、検討委員会の全体を通しての議論内容を網

羅した上で、中間報告では余り言及できていなかったソフト面に係る部分を充実させ

たものであると考えております。 

  前回、第５回の検討委員会におきましては、最初に私から大きく三つの論点を提案

させていただいた上で、意見交換をしていただきました。 

  また、第４回までの意見交換、議論の中でも、中学校給食を充実させるための取り

組みの話は、その折々に出てきていると存じます。これらの内容につきまして、事務

局の協力を得ながら、私なりに検討委員会の意見を総括のような形で最終報告書

（案）としてまとめさせていただいております。最終報告の構成につきましては、こ

のような形を取らせていただきましたが、恐れ入りますが委員の皆様、御了承いただ

けますでしょうか。 

  それでは、基本的な構成は、この形で進めさせていただきます。 

  本日も時間がございますので、時間設定は改めて申し上げるまでもございませんが、

皆さんの御協力を得まして、限りある時間を大切に使っていきたいと思いますが、委

員の皆様から御質問等、また最終報告に盛り込むべき追加内容等がございましたら、

御忌憚なく御発言をお願いしたいと思います。 

  それでは、これまでの意見交換、議論内容も含めまして、報告書の最初から内容を
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確認していき、補足意見などがありましたら、随時修正したいと思います。 

  お手数でございますが、事務局、よろしくお願いいたします。ゆっくりとお願いし

ます。 

○事務局 

  お手元の資料、寝屋川市中学校給食検討委員会最終報告書（案）でございます。 

  目次でございます。「はじめに」から、「１．基本方針」「２．実施方式」「３．

各実施方式に係る議論」の（１）検討委員会における議論、（２）各方式の比較のま

とめ、「４．検討結果」「５．中学校給食における「食育」「食の指導」」「むすび

に」、そして参考資料１から３までとなってございます。 

  順に、各項目、ページごとに読み上げをさせていただきます。その都度、意見交換、

議論という形を取っていただければと思っております。 

  では、１ページから始めます。 

  「はじめに」でございます。 

  学校教育法では、教育目標の一つに「健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣

を養い、心身の調和的発達を図ること」を掲げています。寝屋川市においては、この

目標を踏まえ、昭和２６年より小学校において、学校給食を実施しています。学校給

食は、子どもに栄養のバランスの取れた食事を提供するとともに、食についての知識、

健康の増進、体力の向上に非常に有意義なものと考えられます。 

  小中一貫教育を推進する寝屋川市において、成長期の９年間を通して栄養バランス

の取れた給食を継続して提供することは、学力・体力の向上をはじめ、「食育」「食

の指導」や生活習慣の定着につながることが期待できます。 

  寝屋川市中学校給食検討委員会は、寝屋川市の公立中学校において学校給食を導入

するに当たり、より効果的・効率的な学校給食が実施されるよう、給食の方式や中学

校給食のあり方等について、検討する場として設置されました。 

  中学校給食を導入することによって直接的に影響のある関係者などが集まり、より

よい中学校給食が実施されることを願い、意見交換・議論を重ねてまいりました。 

  本検討委員会として寝屋川市の中学校給食がより充実したものとして導入されるよ

う議論を深めてきた内容をここに取りまとめ報告します。平成２３年１１月。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。 

  こんなふうに１項目ずつ進めさせていただきたいと思います。 

  この内容につきまして、皆様どうでしょうか。補足等がございましたら、お願いし

たいと思います。 

  一つ一つ見てまいりますが、後ほど、こうだったということでページを戻してとい

うこともありですので、とりあえずお気づきのことがありましたら、申し出ていただ

きたいと思います。小さな文言の修正でも結構でございます。よろしくお願いいたし

ます。 
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  そうすると、「はじめに」はこれでよろしいですか。一忚、この内容で確定させて

いただきます。 

  それでは、次の項目にまいります。 

○事務局 

  ２ページ目でございます。 

  「１．基本方針」、寝屋川市において小中一貫教育を進める上で、栄養バランスの

取れた給食の安定した提供が、生徒の体力の向上を図るとともに、学力の向上に有効

な施策であると考え、次のとおり、中学校給食に係る基本方針を定めることとしまし

た。 

 【中学校給食に係る基本方針】 

 （１）安全安心な学校給食の実施 

衛生管理の徹底、アレルギー対忚、地産地消の推進 

 （２）食育の推進 

施設見学、調理体験等の充実、地産地消の推進 

 （３）環境に配慮した給食の実施 

食物残渣等リサイクルの推進 

 （４）経済性の重視 

上記（１）から（３）の基本方針に重点を置くとともに、給食の方式については、

寝屋川市の厳しい財政状況を踏まえ、より効率的・効果的な方法により、運営管理の

徹底を図る 

  「小中一貫教育」小学校と中学校の段差をなくし、義務教育９年間を見通した継続

性・系統性・計画性のある一貫した教育。 

  寝屋川市では、各中学校区が９年間でめざす子ども像を明確にし、幼稚園、小学校、

中学校までのそれぞれの段階において、丁寧に鍛えることで、子どもたち一人ひとり

の学力・心力・体力をさらに高め、特色ある中学校区づくりに向けた「寝屋川１２学

園構想」を推進している。 

  以上でございます。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。 

  小中一貫教育、下に説明がありますが、そういうことを踏まえまして進めていきた

いということです。同じような言葉がキーワードとして掲載されております。その中

でも、中学校給食に係っての基本方針が４点、記載されてございます。どうぞよろし

くお願いします。 

  質問ですが、小中一貫教育、２小学校１中学校が完成したのはいつでしたか。１７

年、今からもう６年ほど前になるのですね。他の地域でも、ここが有名な話でして、

これは全国的な流れですね。 

  厳しい財政状況につきましては、これはどこでも、日本全体がそういうところに遭
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遇しているわけでございますが、だからこそ、効率的・効果的なことについては、皆

さんの御理解をいただきながら進めているわけでございます。 

  よろしゅうございますか。随分チェックもしていただいているのですが、表記上、

これはいけないということがあるかもしれませんので、その辺もお気づきのところが

あれば御指摘をお願いいたします。 

  それでは、３ページにまいります。 

○事務局 

  「２．実施方式」、給食の実施については様々な方式があります。本検討委員会で

は、次の４種類の実施方式について検討を行いました。 

  （１）自校調理方式 各中学校に整備された給食調理場で調理した給食を配膳する

方式 

  （２）親子調理方式 調理能力に余力がある既存の市内小学校に整備された給食調

理場で調理した給食を近隣の中学校に配送する方式 

  （３）給食センター方式 市が整備した給食センターで調理した給食を各中学校に

配送する方式 

  （４）デリバリー方式 民間業者が自社の調理場で調理した給食を各中学校に配送

する方式 

  点線以下、語句の説明です。 

  「地産地消」地元でとれた農産物等を地元で消費しようとする取り組み。 

  「食物残渣」食事の食べ残し等により発生する残量（生ごみ）でございます。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございました。 

  下の語句説明は、前のページの内容の説明ですね。それはそれで、１ページずれる

ぐらいは大丈夫でしょうか。 

  ここの実施方式につきましては、随分、皆さんで御議論をいただきました。メリッ

ト、デメリットといいますか、長所、短所を含めていろいろな形で、しかし、寝屋川

市、あるいは中学校のカリキュラム等も含めて何が一番いいのかということで、皆さ

んにお考えをいろいろとお出しいただきました。簡潔にしておりますが、それぞれ思

い出に残る方式でございました。 

  例えば、デリバリー方式で申し上げても、これは本来の言葉ではなくて、理解でき

るということで、ネーミングについても市独自で、弁当方式という言い方でもいいか

と思ったりするのですが、そういうことで言うと、ここでしたネーミングではないの

ですが、一忚理解できるような形で４方式を並べているということでございます。よ

ろしいでしょうか。 

  それでは、確認できたということにいたしまして、４ページに進みたいと思います。 

○事務局 

  「３．各実施方式に係る議論」 
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  「（１）検討委員会における議論」各実施方式については、それぞれに長所もあれ

ば短所もあります。現在、寝屋川市においては、小学校において自校調理方式による

給食が実施されていますが、中学校給食を導入するに当たっては、各中学校の地理的

条件や市の財政状況、また、対象が中学生ということを踏まえた上で、効率的・効果

的な学校給食の導入を考えなければなりません。 

本検討委員会では、各方式の概要を理解するところから始めました。事務局に可能

な限りの説明を求め、実際に中学校給食を実施している他市の学校長やデリバリー給

食に精通されている協会の方からの話を拝聴するなど、委員間の共通認識を深め、次

項のとおり、どのようなメリット・デメリット・課題などがあるかをまとめました。 

  【参考】敬称略です。第２回寝屋川市中学校給食検討委員会オブザーバー（中学校

給食実施校関係）四條畷市立四條畷中学校校長 森田政己、（デリバリー給食関係）

社団法人日本弁当サービス協会理事 川崎潤也。 

  以上です。 

○岡澤委員長 

  この後、５ページ以上はものすごく詳細があるのですが、これはこれで見るという

ことで、とりあえず４ページだけですね。 

  各実施方式に係る議論ということで、出てきた意見を簡潔にまとめていただいてお

ります。何か話し合い、議論の中身と尐し違うというところがありましたら、お願い

いたします。 

  話し合い、議論の中身は次の内容かと思いますので、続けて進めさせていただいて

よろしいでしょうか。 

  そうしたら、５ページ、６ページをまとめてお願いします。 

○事務局 

  「（２）各方式の比較のまとめ」でございますが、１番から４番までの方式を縦に

読ませていただきます。各方式ごとにいったん置かせていただきますので、御議論を

いただければと思います。 

  ①自校調理方式でございます。 

  コスト面の中のイニシャルコストからです。施設整備費（設計）約１億円（１２校

×８００万円）、施設整備費（建設・設備）約２５億２，０００万円（１２校×２億

１，０００万円）、国庫補助金・府補助金等 約１４億４，０００万円、トータル１

１億８，０００万円。 

  ランニングコストでございます。調理員人件費（委託料）・栄養士人件費 約２億

１，０００万円、施設・設備改修費等 約７，０００万円、光熱水費 約３，２００

万円、トータル３億１，２００万円。 

  長期的経費ということで、１０年スパンで考慮した経費 約４３億円、２０年スパ

ンで考慮した経費 約７４億２，０００万円。 

  次に、課題でございます。「学校給食衛生管理基準」を満たすためには、各中学校
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の敷地内に新たに６００㎡規模の用地の確保が必要。現中学校は建設時に学校給食実

施を想定していないことから、敷地内での用地の確保は難しい学校が多い。校庭貯留

事業実施校もあり、運動場に整備が難しい中学校もある。早期に全中学校で給食実施

を実現させるには難しい方式。 

  次に、主なメリットです。温かい・冷たいメニュー、めん類・汁物などの献立も提

供できる。最もきめ細かなアレルギー対忚等が可能。調理員が身近にいるため、食育

を推進しやすい。 

  主なデメリットです。指導カリキュラム・授業時間の見直しが必要。学校側（教

員・職員・生徒）の負担増加。給食調理室の場所の確保や整備など、実現までかなり

の期間を要する。 

  以上です。 

○岡澤委員長 

  率直にこういう形で、一忚ポイントをついていただいた書き方をしています。何か

忘れているところとか、改めて見たときに、これはどうなのかというところはありま

せんでしょうか。 

  前回は、長期的スパンで見たときの経費がこれだけ要ると、こういったものが、い

わゆる掛け値なしで四つの方式について示されておりますので、これは認めるところ

でございます。 

  府の補助があると考えて、イニシャルコストは出るけれども、ランニングコストは

出ないということですね。 

  課題とか、あるいはメリット、デメリットにつきましても、最小限必要な内容は一

忚網羅されていると思います。 

  続けていきますが、よろしいでしょうか。②の親子調理方式をお願いします。 

○事務局 

  ②親子調理方式、コスト面のイニシャルコストでございます。施設整備費（設計）

約１億円（１２校×８００万円）、施設整備費（建設・設備）約２５億２，０００万

円から３６億円（１２校×２億１，０００万円から３億円）、受入設備改修（中学

校）約６，０００万円（１２校×約５００万円）、国庫補助金・府補助金等 約１４

億７，０００万円から１６億４，０００万円、トータル約１２億１，０００万円から

２１億２，０００万円（小学校給食調理場整備費は大幅に変動する可能性がある）。 

  次に、ランニングコストです、調理員人件費（委託料）・栄養士人件費 約１億８，

５００万円、施設・設備改修費等 約７，０００万円、配送料 約２，５００万円、

光熱水費 約３，２００万円、トータル約３億１，２００万円。 

  長期的経費、１０年スパンで考慮した経費は約４３億３，０００万円から５２億４，

０００万円、２０年スパンで考慮した経費は約７４億５，０００万円から８３億６，

０００万円。 

  課題でございます。「学校給食衛生管理基準」を満たすためには、現在の小学校の
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給食調理場を８００㎡規模に整備が必要。配送する小学校給食調理場の新築に近い整

備が必要。小学校給食調理場から中学校へ給食を配送すると、建物の用途規制を考慮

する必要がある。現在の敷地用途では早期の整備が難しい小学校が大半を占める。校

庭貯留事業実施校もあり、運動場に増築が難しい小学校もある。配膳室の整備が必要。 

  主なメリットです。きめ細かなアレルギー対忚等が可能。 

  主なデメリットです。指導カリキュラム・授業時間の見直しが必要。学校側（教

員・職員・生徒）の負担増加。敷地用途の問題や給食調理室の場所の確保や整備など、

実現までかなりの時間を要する。 

  以上です。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。 

  議論の途中でいろいろと話が出てきた内容が出ています。抜けているところはあり

ませんか。 

  一番上のイニシャルコストのところで、小学校給食調理場整備費は大幅に変動する

可能性があるということですが、小学校によっても違うのでしょうが、これはやはり、

想定という段階ですが、大きいものがありますね。便利なように見えて、意外と費用

がかかるということでございました。 

  よろしいでしょうか。続けて、３番目の給食センター方式をお願いいたします。 

○事務局 

  ③給食センター方式、イニシャルコストです。施設整備費（設計・建設・設備）約

２０億８，０００万円、受入設備改修（中学校）約６，０００万円（１２校×約５０

０万円）、用地購入費 約７億円、国庫補助金・府補助金等 約１１億１，０００万

円、トータル１７億３，０００万円。 

  ランニングコストです。委託料（調理・配送等）・栄養士人件費 約１億５，１０

０万円、施設維持管理等 約８００万円、人件費（センター事務職員）約１，８００

万円、光熱水費 約３，２００万円、トータル２億９００万円。 

  １０年スパンで考慮した経費は約３８億２，０００万円、２０年スパンで考慮した

経費は約５９億１，０００万円。 

  次に、課題です。給食を配送するため、建物の用途規制を考慮する必要がある。ま

とまった用地の確保が必要。配膳室の整備が必要。 

  主なメリットです。大規模調理場ならではの衛生管理の徹底、優れた作業効率。今

後、老朽化による整備を迎える小学校において、整備期間中の給食を一時的にカバー

することが可能となる。食缶方式・弁当方式のどちらにでも対忚可能にすることがで

きる。 

  デメリットです。まとまった用地の確保が必要。食缶方式の場合、指導カリキュラ

ム・授業時間の見直しが必要。学校側（教員・職員・生徒）の負担増加。弁当方式の

場合、給食の保温性などが問題になりやすい。麺類・汁物などメニューは限定的にな
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る。 

  以上です。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。 

  ここでも給食センター方式が随分、議論されていたと思いますが、このような形で

用地の取得等、いろいろと課題が残っています。何かお気づきのところがありました

ら、お願いいたします。 

○松原委員 

  各方式の比較のまとめ、①、②、③と進んできたのですが、前回の中間報告の部分

でいきますと、食器等の整備費が４，０００万円計上されていたのですが、前回のと

きに国庫補助金・府補助金等で食器等は含まれるという事務局からの説明を受けてい

るのです。それに含めまして、中間報告からいくと、イニシャルコストの中に食器等

の整備費４，０００万円部分が、①自校調理方式、②親子調理方式、③給食センター

方式の部分で中間報告から金額的に削除されているように思われます。 

  前回の給食センター方式、デリバリー方式で、先ほど申しましたように、国庫補助

金・府補助金等で食器等は含まれると前回は御説明いただいていますが、その部分に

つきましては、デリバリー方式を考えますと、食器は会社が持ってくるという、やは

りその部分の経費は大きい部分ではないのかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○事務局 

  尐し整理させていただきます。 

  府補助金につきましては、以前、御説明させていただきましたが、配膳室等、もし

くは給食センターの建設等の整備費につきましては、上限が２億１，０００万円の２

分の１、１億５００万円、これは１校当たりでございます。トータルでは中に含まれ

るのですが、備品・消耗品等につきましては１校当たり１，０００万円の上限で補助

がつきます。今、委員の御指摘の部分の食器等につきましては、その１，０００万円

の枠の中でまかなえるということでございます。 

  デリバリー方式につきましても、これも今からの検討部分でございますが、トータ

ル積算の府補助金の約３，０００万円、こちらに食器代も入ってくるであろうという

概算で出しております。 

  申し訳ございません。あわせまして、前回、第５回で資料としまして再試算の一覧

表、今、御指摘の部分がございました。そこで若干、コストの面で今回の最終報告

（案）の中に反映されていない部分がございましたので、最終的に最終報告といたし

ましたときに、つけ加えさせていただきたい部分がございますので、説明させていた

だいてよろしいでしょうか。 

  給食センター方式の費用の中で、前回の再試算の中で言いますと、費用に含んでい

ないものが何点かございました。経年劣化に伴う、改修・修繕費及び調理器具等の備

品の費用と、用地に係ります土地の造成費等です。財源の内訳でございますが、市債
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を使った場合ですが、利息償還に係る費用等が一覧表の中には加えてございませんで

したので、その含んでいないという記述につきまして、給食センター方式の課題等、

もしくはその他備考欄で書き加えをさせていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○岡澤委員長 

  備考欄というのはどうなるのですか。 

○事務局 

  もし必要であれば、備考欄を設けるか、課題のところのすき間に入れるか、記載を

させていただきたいということです。 

○岡澤委員長 

  ここに書いてあるよりも、尐し額がかさばるということですね。 

○事務局 

  条件によっては、増える要素はあるということです。 

○岡澤委員長 

  食器等については、１，０００万円の中に入ってしまうということですね。 

  よろしいですか。 

  それでは、続きまして４番目のデリバリー方式をお願いします。 

○事務局 

  ④デリバリー方式、イニシャルコストです。受入設備改修（中学校）約６，０００

万円（１２校×約５００万円）、府補助金 ３，０００万円、トータル約３，０００

万円。 

  ランニングコストです。委託料（調理・配送等）約２億９，０００万円（２５０円

×１７０日×６，８２０食）、トータルで２億９，０００万円。 

  １０年スパンで考慮した経費は約２９億３，０００万円、２０年スパンで考慮した

経費は約５８億３，０００万円。 

  課題でございます。地産地消の材料調達、献立及び民間業者との連携体制の構築が

必要。「学校給食衛生管理基準」を満たす衛生管理が実施できる業者を確保する必要

がある。配送可能な範囲に民間業者の工場が必要。配膳室の整備が必要。 

  主なメリットです。指導カリキュラム・授業時間の見直しは軽微。学校側（教員・

職員・生徒）の負担は尐ない。初期投資がほとんどかからないため早期の実施が可能。 

  デメリットです。給食の保温性などが問題になりやすい。麺類・汁物などのメニュ

ーは限定的になる。行政のニーズにこたえられる業者の選定が必要。 

  以上です。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございました。 

  配膳室の整備が必要と、これはイニシャルコストの中には入ってない。入ったとし

ても、府の補助金がもう尐しいただけるということになるのですね。 
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○事務局 

  配膳室の整備は、上の府補助金の３，０００万円の中に入っています。１校当たり

５００万円で１２校がかかります。そのうち半分が府補助金ということです。 

○岡澤委員長 

  ６，０００万円のうち半分が府補助金ということですね。 

○事務局 

  先ほど言い間違えてしまいました。この金額とは別に、１校当たり１，０００万円

の消耗品、もしくは備品の定額の補助がございます。 

○岡澤委員長 

  それは、出てないですね。書きようがないのですか。 

○事務局 

  そうですね。書けないです。他との比較としましては、そこだけ書くことができま

せんので、挙げておりません。 

○岡澤委員長 

  では、四つの方式を見比べながら御覧いただきましたが、前回の再試算した内容と

若干違っているようなところがあるのかなと思いながら見ていたのですが、きちんと

記載されていたように思います。よろしいですか。 

○松原委員 

  前回、給食センター方式とデリバリー方式で、委託料のところのデリバリー方式の

２５０円という話が出たかと思います。これについては、１食分の金額ではなく、あ

くまでも委託料という形なのですが、この大きな比較で億単位のお金を見ながらとい

う部分も、やはり検討の基準にはなったりするのかもしれませんが、小学校給食の一

月の値段、そういう部分における、算出できるのかはわからない部分があるのですが、

自校調理方式、親子調理方式、給食センター方式、デリバリー方式での暫定の給食費

用、家庭にかかる費用、そのあたりを出すことは可能なのでしょうか。また、そのよ

うな部分はどういった判断をしたらいいのでしょうか。 

○岡澤委員長 

  もし出せるなら、わかりやすいですね。それはどうなのでしょうか。 

○事務局 

  市の費用負担といいますと、小学校で１食当たり４５０円、食材費、いわゆる給食

費は１食当たり約２１２円です。 

○岡澤委員長 

  小学校は、市が負担しているのが４５０円で、保護者が負担するのが２１２円です。

小学校では自校方式ですが、各方式ではどのような形になるのかという試算はどうで

しょうか。 

○事務局 

  親子調理方式につきましては、自校調理方式プラス中学生の生徒ということになっ
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てこようかと思います。すぐに計算はできませんが、当然、配送代が委託料で余分に

かかってまいります。 

○岡澤委員長 

  センター方式、デリバリー方式の試算はどうでしょうか。 

○事務局 

  ２０年スパンで見ていただきましたら、２５０円という形になってまいります。１

０年スパンの部分につきましては、割高な形になってくるというように御理解いただ

きたいと思います。 

○岡澤委員長 

  ２０年スパンでは２５０円、１０年、半分のスパンで見ると割高になるということ

です。 

  何か他に御質問はございませんでしょうか。 

○藤田委員 

  デリバリー方式の場合、府補助金の上限というのは幾らになっているのでしょうか。 

○事務局 

  各方式、同じです。１校当たり１億５００万円、これが施設の整備費に係る補助金

です。それとは別に、先ほどから申しております消耗品・備品等が１校当たり上限が

１，０００万円の定額補助になっております。 

  ただ、最終的にトータルとしましては、定率の２分の１の１億５００万円と、備品

購入費の１校当たり１，０００万円、これはトータル１億５００万円の中に備品・消

耗品の１，０００万円に含まれるということでございます。 

○岡澤委員長 

  なかなか上手に書きようがないのですが、そういう意味を込めてということです。 

  おそらく、これからいろいろと説明する機会があったときには、そういうものをき

ちんと説明しなければ理解を得られないということですね。 

  そういうことで、これについては費用の積算、ものすごくデリケートなところでご

ざいます。 

  では、次の７ページにまいります。 

○事務局 

  「４．検討結果」、前述のとおり、各実施方式とも特徴があります。それらを踏ま

えた上で、本検討委員会では各実施方式について、以下のとおり検討結果を取りまと

めました。 

  （１）自校調理方式 温かいメニューの提供が容易であり、アレルギー食に最もき

め細かく対忚できる。また、調理員が身近にいることも特徴となる。しかし、学校に

おける日課等の変更を要することに加え、法令等の制約もあることから、各校の整備

に要する場所・期間などが課題となり、早期の実現は難しい。 

  （２）親子調理方式 比較的温かいメニューの提供ができ、アレルギー食にもきめ
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細かく対忚できる。しかし、自校調理方式と同様のデメリットに加え、敷地用途の問

題などもあるため、早期の実現は自校調理方式よりも難しい。 

  （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であること

に加え、今後、老朽化による整備を迎える小学校をカバーできる。また、弁当方式で

あれば、学校における日課等の変更は軽微となる。しかし、まとまった用地の確保が

一番の課題となるが、現時点で候補地を選定することが難しいことから、早期の実現

は難しい。 

  （４）デリバリー方式 初期経費をおさえることができ、最もスムーズに導入可能

と考えられる。また、学校における日課等の変更は軽微となる。しかし、保温性やア

レルギー食の対忚などには工夫が必要と考えられる。また、中学校給食の基本方針を

着実に実施できる業者の選定が必要となる。 

  まとめでございます。８ページです。 

  本検討委員会では、まず、寝屋川市において中学校給食をスタートさせることが大

事であり、その最初の一歩を早い段階で踏み出すことに大きな意義があると考えまし

た。そして、中学校給食の導入に当たっては、寝屋川市の小学校給食のよさを継続・

継承していかなければなりません。また、栄養のバランスがよく、全員喫食の給食を

提供していくことが重要と考えられます。 

  その他の重要な観点としては、全中学校における早期の実現、カリキュラム・日課

等への影響、生徒の温かい給食を望む声、アレルギー食への対忚などがあります。 

  検討を行ってきた各実施方式には、それぞれに特徴がありますが、最も早期に実現

できる可能性が高く、現在のカリキュラム・日課等への影響を最小限におさえられる

ことができ、保温性やアレルギー食などにも、工夫をすることで一定の対忚ができる

実施方式として、デリバリー方式による中学校給食の導入が望ましいとの検討結果に

至りました。 

  （補足）です。 

  本検討委員会の中でも、保温に関する工夫の一例として、実際にデリバリー給食で

使用されるランチボックス・保温用容器を活用しての御飯・みそ汁の温度変化、試食

を体験してみましたが、調理から２時間以上を経過しているものでも、充分に温かい

と感じられるものでした。 

  次に、９ページ目でございます。 

  参考データでございます。 

  デリバリー給食で使用されるランチボックス・保温用容器による温度テストの結果

です。中身につきましては、御一読いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございました。３ページにわたっての説明でございました。 

  四つの方式を検討した上で、まとめとしてデリバリー方式に決めたということです。
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それは、それなりのメリット、今、寝屋川市で必要なものは何か、何が優先順位かと

いうことも皆さんで検討していただいた上での結論であったかと思います。 

  特に子どもたちの要望から、温かいもの、おいしいものということで希望が出てい

ましたので、皆様方にも百聞は一見にしかずということで体験していただきまして、

２時間ぐらいなら温かさは問題ないということでした。おいしさはどうなのか、これ

から見ると業者との関係もありますし、その辺もよく見た上で決めていかなければな

りません。これからの課題かと思いますが、そういう面についても当局としては最大

限の御努力をお願いしたいということを添えておきます。 

  まとめの部分につきまして、御意見、補足等がございましたらお願いします。 

  全国でもそうですが、府内でどんどん進捗している最中でございますが、随分この

方式が、一番先に大阪市ということでございますが、府の補助とは別のところで進め

ておりますが、他の市でも私の知る限り、南の方も含めて、この方式でいくというよ

うな形です。しかし、結論的には寝屋川市が一番先に、寝屋川方式ということになろ

うかと思います。業者等も非常に注目をしているところでございまして、これがうま

く乗れば、寝屋川方式ということで先行的に普及していきそうな、感想でございます。 

  何か事務局から、この検討結果の後、何かありましたらお願いします。 

○事務局 

  先週、木曜日、金曜日にかけまして、デリバリー方式の先進市に視察に行ってまい

りました。狛江市、相模原市、桑名市、この三市に行っております。先週の金曜日に

戻ってまいりまして、今回の第６回に資料提供が間に合いませんでした。実際のお弁

当をつくられている業者さんですとか、実際にお弁当を食べてまいりました。非常に

コンパクトに設計された施設で我々のイメージするものよりもコンパクトで、もちろ

んＨＡＣＣＰ、衛生管理を十分クリアされておりました。その内容で、今後、本市も

業者選定をする際にはいろいろと参考にはさせていただきたいということで見てまい

りました。 

  それから、主に事務方の作業としまして、いろいろな意見を聴いてまいりました。 

  前回行いました、先ほどの温度テスト、これも私は両方を食べました。今回もデリ

バリーの給食を実際に食べました。同じような状況で、かなり温かくおいしいもので

ございました。これは意見としてつけさせていただきたいと思います。また、各委員

さんに御報告できればと思っています。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。 

  大変失礼ながら、コンビニ等で売っている、いわゆる弁当とは違うという、給食の

栄養バランスであるとか、いろいろな面で子どもたちの健康に役立つ、あるいは食育

に役立つ内容を踏まえてのお弁当であるということです。加えて、温かいものという

こと、アレルギー食も最大限やっていくという内容を含めたものでございます。 

  そういうことで、検討した上でまとめということに到達したわけであります。よろ



 

－15－ 

しいでしょうか。 

  では、次に１０ページの「５．中学校給食における「食育」「食の指導」」につき

まして、これは続けてですか。 

○事務局 

  見出しとしては１０個ほどございますが、議論的に区切ったほうがよければ区切り

ますが、一気に朗読させていただいたよろしいでしょうか。 

  「５．中学校給食における「食育」「食の指導」」、新たに中学校において学校給

食が実施されることは、現在、取り組んでいる「食育」をより効果的に推進していく

契機となります。しかしながら、「食育」の推進にあわせ、「中学校給食に係る基本

方針」を実践していくためには、それぞれの観点を考慮した新たな推進体制が必要で

す。中学校における指導のみならず、小学校で６年間で培った食に関する指導を、よ

り一層効果的なものとするため「小中一貫教育における食の指導」の枠組みを中学校

給食の導入に併せて、構築していただきたいと考えます。 

  小・中学校での成長期における９年間を通した「食育」「食の指導」、また地産地

消を推進する上で、地域の方の協力を得て、寝屋川市の児童・生徒の健全な成長を見

守っていただきたいと思います。 

  中学校給食の基本方針という観点から、本検討委員会からその留意点を次に掲げさ

せていただきますので、これを着実に推進していくために、創意と工夫が必要とは思

いますが、充分検討された上で、適切な対忚をお願いします。 

  ○安全安心な学校給食 

  安全で安心な学校給食を実践していくためには、まず衛生管理の徹底が必要となり

ます。このため、調理方法には万全のチェック体制が必要です。民間事業者に委ねる

場合には、単にコストにこだわらず、特に施設の管理・チェック体制を構築し、保護

者の信頼が確保できる事業者を選定していただきたいと思います。 

  １１ページです。 

  ○アレルギー食への対忚 

  安全で安心な給食を提供するためには、アレルギーの原因となる食材への対忚も必

要です。その対忚をひとつ間違えれば、重大な事故につながります。また、小・中学

校による連携を強化するとともに、アレルギー対忚への万全の対策をしていただき、

間違いが起こらないソフト面での工夫をお願いします。 

  一例として、寝屋川市の小学校給食で取り組んでおられる「アレルギー対忚策とし

て、容器の色を変更する」などのように、わかりやすい対忚や工夫が必要と思います。 

  ○バランスのよい給食 

  栄養価の高い給食の提供、食についての知識、健康の増進、体力の向上、いずれも

非常に重要な事項です。これらを踏まえつつ、生徒にとって、「バランスのよい給

食」であってほしいと願います。栄養価をそこねることなく、生徒が望むメニューを

提供できるようにすることや、季節の行事に合わせたメニュー、寝屋川・大阪の特産
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物を取り入れた伝統食など、日々の給食の中でも楽しく食事ができるように、また、

「教育の一環として、礼節のある」取り組みを実践していただきたいと思います。 

  ○環境に配慮した給食の実施 

  循環型社会の形成を積極的に推進する観点から、食物残渣については資源化するな

どの取り組みを市と調理業者が協力して行うとともに、食物残渣の調査を行うことな

どによって、献立・メニューの改善、量の調整につなげ、「すべてを食べる、残さな

い給食」を提供していく方策を検討いただきたいと思います。 

  １２ページです。 

  ○中学校現場における指導体制の確立 

  中学校において、給食を導入することは、単に給食の提供にとどまらず、食育など

の面においても大きな効果が期待できます。その効果を着実なものとするためには、

中学校現場における食育への取り組みの充実や、小学校のおける指導体制との連携が

欠かせないものと思われます。 

  現在、寝屋川市の小学校においては、定期的に給食に関する会議が開かれており、

共通の課題解決のための話し合いや各校における独自の取り組みが紹介されるなど、

積極的な情報共有がなされていますので、この点についても検討をお願いします。 

  ○中学校における指導担当 

  中学校において、給食を活用した食に関する指導について、寝屋川市教育委員会及

び各中学校において、新たに検討が必要だと思います。各校における指導担当者の位

置づけや、専門的な給食担当者の設置なども本検討委員会の意見交換の中で議論とな

りました。現在の中学校カリキュラムの中では、家庭科や保健体育の授業において食

育等が取り上げられているようですが、中学校給食導入を契機に、一層の授業の充実

と新たな指導体制・カリキュラムの構築について、一考の余地があると思います。 

  ○授業内容及び各家庭への広報の充実 

  指導体制の確立とも連動してきますが、中学校に給食を導入することで、みんなで

同じものを食べる給食を題材にした授業、給食の献立表を活用した栄養価や食材の授

業など、食に関する指導内容の充実が必要です。 

  これまで、中学校現場とは関わりが薄かった寝屋川市の栄養士が、献立を作成する

だけでなく、各家庭に対して、栄養に関する「豆知識」、情報を提供するなど、新た

に食を通して生徒・保護者とかかわっていく方策も模索することで、より充実した食

育が実績できるものと考えます。 

  例として、献立表の充実や、家庭でも調理ができる栄養バランスのよい給食メニュ

ーの紹介など、食育に関する意識の醸成を図る取り組みを充実させていただきたいと

思います。 

  ○地域と取り組む給食 

  学校・地域が協力しながら、お米や野菜など、地元で育てたものを食材として活用

するなど、「地産地消」の取り組みを実施していますが、今後も、寝屋川市、大阪府
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の地域内での地産地消を推進していただきたいと思います。 

  ○円滑な導入、施策の推進 

  導入に伴う、教職員の負担を尐なくするための手立てや、給食費の滞納対策を講じ

ることについても、一定の検討を進め、学校給食法の目的に合致した有意義な施策の

推進を目指していただきたいと思います。施策の推進に当たっては、コストの制限が

あり、寝屋川市の財政状況も決してゆとりはありませんが、市の未来を担う生徒たち

のためにも、極端なコスト意識にとらわれることなく、保護者の声、児童・生徒の声

をしっかりと聴いて対忚することが必要であると思います。そのためにも、寝屋川市

の取り組みの趣旨に賛同し、協力しながら施策を推進していくことが可能な事業者を

選定していただきたいと思います。 

  ○更なる取り組み 

  中学校給食の導入に当たっては、給食の導入のみにとどまらず、保護者の不安を取

り除くために給食調理場の見学の機会を設けるなど、学校教育の一環として「学校給

食」を生徒や保護者に理解していただきたいと思います。その中で、中学校給食導入

後においても、体力の向上・学力の向上などに係る検証と、よりよい給食に向けた改

善の評価方法の確立などに取り組んでいただきたいと思います。 

  以上です。 

○岡澤委員長 

  長いところを読んでいただきました。多岐にわたっておるのですが、タイトルにご

ざいますように、中学校給食における「食育」「食の指導」ということで、いろいろ

な項目を列挙していただいております。何か補足するところはございませんでしょう

か。 

  １１ページのアレルギー食への対忚というのが、一つの大きな課題でございました。

ついては、小中学校における連携を強化する、前回もそういう話があったのですが、

アレルギー対忚への万全の対策をしていただき、間違いが起こらないという、これは

断定した言い方でいいかと思っておりますが、ソフト面での工夫をお願いします。一

例として、寝屋川市の小学校給食で取り組んでおられるアレルギー対忚策として、容

器の色を変更するなどのように、わかりやすい対忚や工夫が必要と思います。ここに、

わかりやすいだけではなく、「間違いにくく、わかりやすい」と入れてほしいなと思

いますが、いかがでしょうか。 

  どうぞ、皆さんの意見を賜ります。 

○龍田委員 

  今のアレルギーのところですが、間違わずにというのはそのとおりだと思います。

また、慎重に配慮してということも考えていただければと思っております。 

  それから、食育なのですが、中学校は小学校に比べれば十分ではございませんので、

これを機会に食育についてもしっかり考えていきたいと思っております。また、小学

校ではきちんとされておりますので、そこは小中一貫で校区の小学校と連携して、食
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育を進めていきたいと思っております。そのためにも、専門的な知識をお持ちの栄養

士さんの配置をよろしくお願いいたします。 

  また、献立表が出ていたのですが、今までのお弁当では保護者と子どもというのは、

そこでお弁当を通しての話ができていたのですが、今度は献立表がその役割を果たす

と思っております。献立表を充実させていただくことをお願いします。 

  それから、家庭でも調理ができる栄養バランスのよい給食メニューなどと書いてく

ださっておりますが、子どもたちが学校で食べた給食のメニューを、家庭でも調理が

できるようにしていただければ、ここでも親子のコミュニケーションができると思っ

ております。中学生は親から自立していくところですが、親子で話ができるというこ

とは、子どもの成長過程にとってはとてもいいことだと思いますので、ここに書いて

あるようにメニューの紹介もお願いいたします。 

  食育とは関係ないのですが、給食費の滞納対策を講じることと書いていただいてお

ります。これも一定の検討を進めというところを考えていただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○岡澤委員長 

  幾つか挙げていただきましたが、私はメモし切れていないのですが、それはうまく

反映するようにしたいと思いますので、お願いいたします。 

  最後のところで、体力の向上・学力の向上などに係る検証と、よりよい給食に向け

た改善の評価方法の確立、これは歩きながら考えることですが、どのような立派な家

を建てても、この柱が邪魔だということが起こってきますから、そういう面では日々

検証の上で改善を図っていくことは大事なことだと思います。 

  それから、食育にかかわっては、この指導を専門的にできる、あるいは、前回も出

ておりましたが、小中学校の教員の交流といいますか、そういう面での配慮もあって

しかるべき、組織的な対忚をお願いしたいと思っています。 

  幾つかいい内容を挙げていただいておりますので、何か委員さんのお気づきのこと、

つけ加えがありましたら、お願いいたします。 

○川北委員 

  一点目は、円滑な導入についてです。昨年、本校給食調理担当者が市給食調理員さ

んから民間業者さんに移行するに当たり、事前に打ち合わせをよくし、試食会や施設

の様子などを市の担当者に点検していただきました。中学校給食実施前にも同じよう

に、試食会を行い、食べてみて温かいなというような安心感が得られるように対忚し

ていただきたいと思います。学校職員の方々の安心が得られるだろうと思います。あ

わせて、ＰＴＡの方にも試食できるような機会を設けていただいて、この４月からは

こういう形になるということを周知していただければ、より円滑な導入が可能になる

と思います。 

  二点目は、運用面についてです。小学校給食を民間に委託した場合でも、運び方や

給食室からの移動の仕方は変わりませんでした。しかし、今回は校内に新しい受入施
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設ができて、そこに搬入された食材を各教室へ運ぶという活動が必要となります。小

学生よりも中学生のほうが対忚しやすいと思いますが、４月のはじめからいきなり始

めるのではなく、事前にシミュレーションを校内の先生方がされることが必要だと考

えます。私の希望としましては、ここに搬入されて、このように動くという確認作業

やミスが出ないように注意点を共有するシミュレーションをしていただくことも、円

滑な導入という意味では重要だと思います。 

  書き方はどうなるのかわかりませんが、イメージ的には早く導入する。早かったけ

れども、やはり事前に手順を確認し、うまくマニュアルどおりにしていただいたとか、

こういう方法でしていただいたということを現場でもわかっているほうがありがたい

のかなと思います。 

  基本方針の表現についても要望させていただきます。基本方針の中に「食育の推

進」というのがあります。つまり、中学給食は単に食するだけの「食育の推進」では

なく、生徒たちの食についての知識、給食を通して得る体験についても含まれている

と考えます。ですから、最初に挙げる項目の中に、食に対する知識の構築という内容

を入れていただくほうが、目標と実施の内容が明確になると思いますので、尐しバー

ジョンアップしていただければいいかなと思います。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。 

  基本方針の中に、もう尐しバージョンアップということで、食についての知識、こ

れはいい言葉を考えて入れましょう。よろしくお願いします。 

  それから、たくさん御指摘いただいた点で、運用面でも円滑な導入、施策の推進と

いう点では、もう尐し手順やシミュレーション、あるいはイメージトレーニングとい

う、そういう面で一度にさっと始めるのではなく、保護者にも理解していただくとい

うこと、子どもたちもスムーズに展開していくためには、そういったことが必要でし

ょう。そういうことを円滑な導入、施策の推進という中に言葉を足さないといけない

と思いますので、よろしくお願いします。 

○事務局 

  今の分も十分検討して入れていきたいと思います。 

  試食等、導入、運用につきましては、四つのいずれの方式になりましても必要なも

のだと考えております。もちろん保護者、教職員の理解、生徒への安心・安全、その

面でも当然入ってこようかと思います。文言については委員長と相談させていただき

たいと思います。 

○岡澤委員長 

  そういった必要なことがありましたら、１００点満点に限りなく近づけようとして

いますので。 

  小学校では、職員のそういう面での試食であるとか、いわゆる献立をつくるとき、

折々にそういうことをしていたり、ＰＴＡの方にも試食会をしているのですね。だか
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ら、デリバリーといえども、そういう形では必ずお願いしたいと思います。 

  それでは、次のページが最後になります。１５ページの「むすびに」というところ

をお願いいたします 

○事務局 

  では、１５ページの「むすびに」です。 

  寝屋川市の小学校給食での取り組みのよいところを中学校給食においても実践して

いくことは大変有意義であると考えます。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わけではありません。よりよい中学校給食となるべく、導入した

後も不断に努力をしていただきたいと思います。 

  本検討委員会は、中学校給食導入にかかわる意見交換・議論を深めてきました。早

期の円滑な導入に向けて、限られた時間ではありましたが、活発な議論のもと寝屋川

市にとって、よりよい中学校給食となることを願っての意見をまとめました。 

  今後、寝屋川市教育委員会におかれましては、その導入に向けてさまざまな検討が

必要ですが、当報告書の内容を尊重されながら、他の行政の状況を調査するなどして、

各関係機関・関係者との連携により、事業の充実を図り、全国に誇ることができるす

ばらしい学校給食が実施されることを期待します。 

  最後に、この中学校給食の導入が、寝屋川市の生徒たちの成長の糧となり、また、

喜びとなり、楽しみとなることを期待し、本検討委員会の最終報告とさせていただき

ます。 

○岡澤委員長 

  ありがとうございます。 

  最後の最後ですが、あくまでもゴールといいますか、目標というのは生徒たちの成

長の糧にするということでございます。 

  それと、上から４行目あたり、導入に当たっては、今後ともよりよい給食をお願い

したいということが、この委員の皆様方の議論の中でも常に出ておりましたことです

ので、これはこれで終わりということではなく、不断の努力をしていただきたいと切

に願うものでございますので、ここに書いて終わりということではなく、この辺も強

くお願いをしておきたいと思います。 

  いかがでしょうか。まだ抜けているところがありましたら、お願いします。 

○藤田委員 

  先ほどのところに戻って申し訳ありません。アレルギー食への対忚の中に、アレル

ギー食の研修というのは担当者に大変必要だと思います。昨年度、本校でもアレルギ

ー食に対して、知らないこともたくさんあった。担当者を通じて研修し、職員に下ろ

していただいたこともありましたので、中学校における指導担当というふうに書いて

あって、食指導のことは膨らませて書いていただいているのですが、龍田委員もおっ

しゃったように、栄養士さんの配置ももちろん願うのですが、専門的な給食担当者の

配置をぜひお願いしたいです。アレルギーへの対忚をしっかりと職員に伝えてもらえ
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る人を配置してほしいと思います。 

  専門職の方が配置されない場合、家庭科の先生、保健体育の先生が給食担当をする

という時間的な余裕は中学校にはあるのでしょうか。 

○龍田委員 

  今の状況では、家庭科、保健体育の先生は、給食担当者として専門的な知識も十分

ではございませんし、時間的な余裕は全くないような状況ですので、私も自分の給食

に対する知識が全くないので、今、藤田委員の言われたこと、そのとおりだと思いま

した。給食担当者、アレルギーに対して知識をお持ちの方の配置もよろしくお願いい

たします。 

○岡澤委員長 

  アレルギーも含めて、食育、指導体制ですね。家庭科と保健体育の授業においてと

いうと、この二つでしないといけないのかということに限定されてしまいますよね。

だから、ここはどこかに「等」を入れたほうがいいように思います。家庭科、保健体

育の先生が聞いたら、私たちがしないといけないのかという形になり、尐し誤解を招

くような気もします。カリキュラムの中には入っている教科ではありますが、担任の

先生もそういう面ではかかわるわけですからね。 

  今のような、アレルギーも含めて、先生方の指導の前提として、アレルギーの専門

的な内容を理解できるような研修、それができるような体制をお願いしたいというと

ころを、どこに入れるのがいいのでしょうか。単に子どもに指導する、その前提とし

て先生方の研修ということです。これは、小学校はそういう研修をずっとしているの

ですね。 

○藤田委員 

  昨年、アレルギー食への対忚をずっとしてきたのですが、命にかかわるようなお子

さんも出てきまして、アナフィラキシーショック、エピペンという言葉自体も恥ずか

しながら知らない状況だったのです。どのようなときに、どのようにするのかという

研修を市に持っていただいたので、私も勉強させていただいたのですが、中学生と小

学生は違うかもしれないのですが、エピペンを学校で管理して子どもに使わせるとい

うようなことも、実際に寝屋川市でも数校ありました。学校で保管しておくというこ

とがあったので、そういう研修もしながら中学校へ引き継いでいかないと、中学生だ

からできるだろうということではないと思います。やはり職員が知っておかないとい

けないということは多分にあったと思いますので、ぜひアレルギー担当者研修お願い

します。 

○岡澤委員長 

  研修という項目はございませんが、あえてそういうことを特化するとしたら、アレ

ルギー食への対忚、これはものすごく重大な問題ですので、一例として食器の問題に

触れていますが、ここにソフト面での工夫をお願いしますと書いていますが、その前

提として、この辺に一文を加えていただくということで、特化することになりますが、
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この辺でも万全を期するという中に入ると思いますので、もう尐し具体的に書くとい

うことでお願いします。 

  一忚、「むすびに」までまいりました。ここは、こういうことでお願いしますとい

うことで、随分、皆さんの知恵を拝借してきたわけでございますが、幾つか重要な視

点で御指摘いただきました分につきましては、きちんと事務局も記録しておりますの

で、それをひも解きまして、必要なところに必要な文言として追加いたしますので、

御理解ください。今日で当検討委員会は終わりですので、私に一任をお願いしたいと

思います。よろしいでしょうか。それについても、今後、事務局に御協力をお願いし

たいと思います。 

  何か事務局から補足はございますでしょうか。 

○事務局 

  今、いただいた御意見等を踏まえまして、委員長と十分調整させていただいて、最

終報告として取りまとめていきたいと思います。 

  最終報告書につきましては、でき次第、委員の皆様にも送付させていただきたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  では、第６回で最終報告ということで、本検討委員会は終わりとなります。ここで、

学校教育部の部長より、一言あいさつをさせていただきたいと思います。 

○学校教育部長 

  予定の日程を終了するに当たりまして、一言、御礼のあいさつを申し上げたいと存

じます。 

  第１回の開催から第６回まで、公私何かと御多忙な中、貴重なお時間をいただき、

中学校給食検討委員会を進めてこられましたのも、これは一重に委員長をはじめ、各

委員の皆様方のおかげと心より感謝申し上げる次第でございます。 

  さて、検討委員会の開会に際し、教育長のあいさつの中に、中学校給食の実施に伴

い、一日も早い生徒の笑顔を見ていくことも我々の一つの夢でございますと、そのよ

うな話がございました。その夢を形にすべく、検討委員会の最終報告を受けまして、

今後、教育委員会として方針決定の作業を進める中で、中学校給食導入を目指して、

具体的事務を進めてまいりたいと考えております。 

  なお、今回、最終報告をまとめさせていただきましたので、今のところ、委員会開

催の予定はございません。委員の任期は、平成２４年３月３１日までとなっておりま

すので、また御協力をお願いする場合もあるかと思いますが、その節はよろしくお願

いしたいと思います。 

  むすびになりますが、委員の皆様におかれましては御健勝、御多幸、今後ますます

の御活躍を御祈念申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、予定の日程を終える

に当たりましてのあいさつとさせていただきます。本当にどうもありがとうございま

した。 

○岡澤委員長 
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  どうもありがとうございました。 

  ３月３１日まで任期があるということです。いろいろ思いついたことについて、も

しよければ事務局までお願いしたいと思います。 

  私としましては、とりあえず最初の計画どおりの６回で終了ということですが、こ

の間、多々行き届かない点があったかと思います。その点は御容赦いただきたいと思

います。 

  委員の皆様、今日もそう感じたのですが、お忙しい仕事を終えて来ていただくとい

うことは、なかなか大変だったろうと思いますし、いろいろな御用事がある中で、こ

の会に全員が出席いただくということでは、改めて御礼を申し上げたいと思います。 

  事務局にも何かと本当にお手数をかけたと思いますが、ここからがスタートでござ

いますので、このまとめにございますように、一日も早く子どもたちに栄養バランス

の取れたものを提供できるような状況、この「むすびに」の最後にありますが、これ

が十分に反映できますことをお願い申し上げまして、また、お祈り申し上げます。 

  これをもちまして、検討委員会を終了させていただきます。 

  議事の運営に当たりまして、改めまして、ありがとうございました。 

 

 

 

 


