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第 10 回広陵町中学校給食運営委員会 議事録 

 

開催日時   平成２６年８月２９日（金） 午後１０時～１２時４５分 

開催場所   広陵中央公民館 ２階 大会議室 

出 席 者   委員 14 名 

畿央大学 健康科学部 健康栄養学科 准教授 

        博士（健康科学） 管理栄養士 上地加容子（副委員長） 

 奈良県教育委員会 保健体育課 主査 上村 庸江 

 広陵北小学校栄養職員 山本 典子 

 広陵西小学校区   河合 知加 

 広陵東小学校区 脇本めぐみ 

 真美ヶ丘第一小学校区 岡本恵美子 

 真美ヶ丘第二小学校区 牧村 恵子 

 大阪教育大学名誉教授 元広陵町教育委員長 菅野 耕三（委員長） 

 元広陵町議会議長 山田 光春 

 保護者 福知 多枝 

 広陵中学校長 北本 政治 

 真美ヶ丘中学校長 植村 佳央 

広陵中学校 濱野 直美 

 真美ヶ丘中学校 福本嘉代子 

 （欠席委員） 

 広陵北小学校区 堀口真寿美 

事務局 松井教育長、奥西教育委員会事務局長、増田教育総務課課長、 

松川教育総務課主幹、中川教育総務課課長補佐、谷野教育総務課係長 

中村学校教育課課長、橋本教育課課長補佐 

コンサルタント 株式会社 かんこう 東、大倉 

     

配付資料   第１０回広陵町中学校給食運営委員会 次第 

答申書（案） 

広陵町中学校給食運営委員会における検討資料まとめ（答申書添付資料） 

１.検討の背景と目的 

２.町長からの諮問事項 

３.検討の経緯 

４.広陵町中学校給食運営委員会委員 

５.広陵町の学校の概要及び給食の実施状況 

６.学校給食の方式とメリット・デメリット 

７.方式の組合せによる比較検討まとめ（総括表） 

８.センター方式の場合の建設可能な町保有空地（候補地）についての検討 

９.広陵町における方式別・学校組み合わせ別のケーススタディ（まとめ） 

10.方式別の個別検討 
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11.方式別・学校組合せ別の整備スケジュール案の検討 

【参考１】 参考事例でのアレルギー対応の状況 

【参考 2】 広陵町の調理員の現状 

委員提出資料（第 9回議事録及びＡ３検討資料の修正について） 

委員提出資料（答申書（案）の修正・加筆 希望箇所） 

委員提出資料（答申書について） 

（センター方式のメリットの説明追記） 

 

１． 開会（事務局） 

 

２．委員長あいさつ（委員長） 

・ 今日が最後の委員会になる。これまで真摯で活発な議論をいただきありがとうございます。本日

は答申書案の検討をよろしくお願いする。 

 

３．第９回運営委員会議事録（案）の承認について 

・P3 ○○委員発言「以前、委員長は、～」→副委員長の発言に修正（委員からの指摘） 

・P5 6行目 委員長発言「規約」→「条例」に修正（委員からの指摘） 

・P5 ○○委員発言の「これからも～」の前に「広陵町内の 2、3歳のアレルギーの子供さんのお

母さんからも、入園、入学後の生活が心配であると、相談を受けています。」を挿入（委員から

の指摘） 

・P7 ○○委員発言「施設選定委員会」→「施設業者選定委員会」に修正（委員からの指摘） 

・P7 ○○委員発言「建物については～見えるようにしてほしい」→「建物についてですが、い

くつかのセンターを見学したことがあります。１F 入口の事務所の窓が、透明なガラス窓にな

っているセンターがあり、来客が見えたら、窓を開けて、手を振って挨拶されていました。事

務所から、来客が見えるのが素晴らしいと思いました。」に修正（委員からの指摘） 

・P7 ○○委員発言「前に教育長が～」の文章の終わりに「私自身、今の候補地の古寺は、川の

横であり、心配である。センターと決まったら、他の土地も探すといわれていたので、ぜひ、

既存の土地に一部土地を買い足し、最適な広さにしたり、新たに土地を買うかして、センター

にふさわしい土地を探してほしい。古寺は「ここにあげた中から、選ぶとすれば、ここしかな

い」という意味で、皆が承認した。他に候補がないか、充分、検討してほしい。よろしくお願

いします。」を追記（委員からの指摘） 

・以上を修正のうえ承認する。 

 

４．議事 

○答申（案）について 

○委員長：修正について意見があればお願いする。 

○委員：まず、A3の検討資料の修正について提出資料に記載している。 

P3 センター方式、食育のメリットの「センターでの体験等のプログラムが可能である」につ

いて、「体験」だと誤解を与えるおそれがある。確実にできるのは、子どもたちが見学に行くこ
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となので、「センター見学などのプログラムが可能である」とする方がわかりやすいと思う。 

○委員長：よろしいか。（異議なし）そのように訂正する。 

○委員：P6 センター方式、施設整備内容について、アレルギー対応室の記載がないので、「アレ

ルギー対応室設置」の記載を３箇所追加してほしい。 

○事務局：P4で「併設」という言葉を使っているので「アレルギー対応室併設」とする。 

○委員：P12 平成 28 年 4月の供用開始とあるが、「供用開始」で正しいのか。「給食開始」では

ないのか。 

○委員長：行政事務用語として使うもので、これで正しい。 

○委員：P2 建物耐久年数の 65年とはどのような数字か。 

○委員長：コンクリート造の耐用年数である。最大限そこまでしかもたないとうことであり、そ

の前に建て替える必要がある。 

○委員：広陵中は、昭和 33年に建設し平成 2年に建て替えた。耐用年数の半分の 33年で建て替

えたことになる。ところが小学校については広陵西小学校の 46年など 30 年以上経っている学

校が 3つある。 

○委員長：難しい問題もあろうが、教育委員会で長期計画を立てていただきたい。 

余談だが、戦前のコンクリート造の建物は、丁寧に建てられており、壊すのにお金がかかる。

今は壊す時の費用のことも考えて設計している。また、文科省の建物に関する基準があるが、

これを守るとものすごくお金がかかる。学校の天井高の基準は 3ｍ以上であるが、狭山市では

一斉に多くの小学校の建替が必要となったことから、特区として、天井高を 2.7ｍで建替える

ことが認められた。これにより建築費用がかなり違ってくる。広陵町でも教育委員会でいろい

ろ検討してほしい。 

○事務局：昭和 56年に耐震基準が変わった。それ以前に建設した西小、北小については、耐震化

を行っている。耐久年数については、法的に構造別に決まっている年数である。現在は、長寿

命化のために途中で手を加えることとされており、真美ヶ丘第一小学校では大規模改修を行っ

ている。経過年数は経っているが、改修など手を入れているということでご理解いただきたい。 

○委員長：私は、教育委員長のときに広陵東小学校の建替えのために、視察などいろいろ勉強し

た。昭和 56年 6月以前と以降とで耐震設計の基準が大きく変わっている。 

○委員：答申書について、何人かの委員からの修正事項を資料にまとめた。資料を配り、私が代

表してご説明してよろしいか。 

○委員長：お願いする。 

○委員：○○委員も資料を用意されているのであわせて配る。 

＜資料配布＞ 

○委員：まず、「答申書（案）の修正・加筆 希望箇所」について説明する。これは私だけの意見

ではなく、欠席の○○委員や他の委員の意見も聞いて作成したものである。 

① 「１．検討の背景と目的」 

 上から 9行目「広陵町中学校給食運営委員会が平成 26年 2月に設置され」を、 

→「広陵町中学校給食運営委員会設置条例が策定され、広陵町中学校給食運営委員会が平成

26年 2月に発足し」と下線部を追記修正 

○委員：「このような中」以降については、私の「答申書について」という資料に示すように修正
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していただきたい。（修正案の読み上げ） 

○委員：先程の私の説明を含むことになるので、○○委員の言われたように加筆修正していただ

いてよろしいか。 

○委員長：最後の 2 行に係る実施方式の選定についてはＰ5 に記載している。ここは「検討の背

景と目的」なので、最後の 2行を省略し、「審議を重ねて来た。」までとするのでいかがか。 

○副委員長：背景については、原案の日本全体、奈良県全体の話も入れていただきたい。 

○委員長：上の文章は活かし、「このような中」以降を修正するということである。 

○副委員長：了解した。 

○委員長：文章のつくりとしては、○○委員案の「実施方式、場所、時期、給食に関する重要事

項について」のところを原案のように①②③④と箇条書きに表現するのがわかりやすい。その

ようにしたうえで、○○委員の文章を活かす形でよろしいか。 

○委員：了解した。 

○委員：中身については異存ないが、センテンスが長い。4行目のところで「～平成 26年 2月に

設置された。」「町長から～」と区切るのがよい。 

○委員長：重要なご指摘である。 

 

① -２ 「１．検討の背景と目的」 

 最後の段落の「委員会を開催」の後に「（大阪狭山市の給食センター 栄養教諭を招いて

の研修会を実施）」を追記 

 

② 「２．検討の経緯」 

 検討の経緯の表、第 3 回運営委員会開催の後に、改行し「（大阪狭山市給食センター 栄

養教諭を招いての研修会を実施）」を追記 

○委員長：ご指摘のとおりである。 

○事務局：最後の段落の 2 行の件は、先程の○○委員の文章に含まれている。○○委員の文章の

「先進事例視察を 2回行い」の前に大阪狭山市の研修会のことを挿入するのでよいか。 

○委員：文章と表の両方に入っていれば結構である。 

 

③ 「３．学校給食方式についてのメリット・デメリットの比較検討」の表 

 センター方式の食育面のメリットの 3つ目「センターでの体験等」→「センターでの見学

等」に下線部を修正 

○委員長：センター方式の場合、２階にランチルームをつくり、体験もできるようにとの要望を

出している。「見学・体験」とするのがよいのではないか。 

○委員：先程のＡ3の資料もそのようにお願いする。 

 

④ 「４．給食施設の整備内容や運営人員、概算コストの比較検討」 

 自校方式の概要に、「広陵中では、駐輪場の不足が将来予想される。真美中では、既存バ

スケットコートの廃止が必要（クラブ活動に影響）」を追記 

 自校方式の整備内容に「周辺住宅へのにおい対策のため、廃棄ダクトの位置および、生ゴ



 
 

5 

 

ミの防臭対策の工夫が必要」を追記 

 センター方式の整備内容で「給食配送車両の購入」→「給食配送車両の準備」に下線部を

修正（委託会社が購入、リース等の方法も考えられるため） 

 表の下の４行のコメントを削除 

○委員：生ゴミ防臭対策については、現在の自校方式で生ゴミのにおいの問題は生じていないと

思う。わざわざ書く必要はないのではないか。 

表の下の４行のコメントは、入れておいてもよいのではないか。センター方式を希望している

人にとっては、いらない文章だと思うが、自校方式を希望している人には必要な文章である。 

○委員長：生ゴミ防臭対策について、小学校の場合は校舎の中に給食室、調理室があるが、中学

校を自校方式にする場合は、校舎の外に建てなければならなくなる。とりわけ真美ヶ丘中学の

場合は北側や西側の住宅地に面しているところへの建設を予定している。問題が生じる可能性

もゼロではなく、事前に住民説明会をすると言われていた。 

○委員：北小学校では生ゴミ処理機で処理し、堆肥化している。生ゴミ処理機のない学校は町で

対応していると思う。これまでの勤務地でも生ゴミ処理機で堆肥化しているところでは、気に

ならなかった。橿原市の大規模校勤務のときは一般家庭度同様の収集であった。この仕事をし

ていたからかもしれないが、ここでもにおいはそんなに気にならなかった。 

○委員長：十分配慮してくださいということであり、私自身はあってもよいかと思う。 

○事務局：自校方式の整備内容に追記というご意見であるが、自校方式、センター方式ともに対

応しなければいけないことだと考えている。 

○委員長：おっしゃるとおりである。 

○委員：両方の方式への追記をお願いする。 

○副委員長：真美中について、給食の開始によってバスケットコートがなくなるようでは困る。

この位置でなくてもよいので、用意していただきたい。 

○委員：北側が空くので、何らかの形で用意できると思う。 

〇委員：「バスケットコートの移設」と書いていただけたらと思う。 

○委員長：配送車両の件はいかがか。 

○副委員長：○○委員の意見をお聞きしたい。どういうケースが多いのか。 

○委員：市町村が車を所有しているのかどうかは、はっきりとはわからない。 

○委員長：両方あるようだ。福知山市では先日の水害で配送車両の車庫が水没した。配送車両は

市が購入し所有しているのだと思う。視察した松原市では民間委託している。 

○委員：いろいろなケースがある。建物は町が整備し、中身を民間委託するケースも考えられる。

「配送車両の必要性」ということでよいのではないか。 

○事務局：概要欄の自校方式に「広陵中の駐輪場の不足」の件を追記することについて、ここは

給食施設の概要であり、駐輪場等の記述は他の欄にあたるのではないか。 

○委員長：西小の子どもの数が増えており、将来不足するという議論があった。入れていただい

ても結構かと思う。 

〇委員：下を見ればわかるが、概要で整備可能と言い切ったら、何の問題もないと受け取る人が

いるかと思い、あえてここにも書いておいてほしいと思った。 

○事務局：駐輪場の再整備のことを整備内容に記載しているので、概要に書く必要はないと事務
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局では判断した。 

〇委員：結構である。真美中のバスケコートの件も同じところに記載するようお願いする。 

○委員長：表の下の４行についてはいかがか。 

○委員：概算コストはあくまで概算であり、下の２行は削除してもよいと思う。上の２行は残し

てもよいのではないか。 

○委員：答申書を見たときに、細かい表ではなく、先に文章を読むという方もいる。文章がある

と表がわかりやすいので、文章を残すのもよいのではないかと思う。 

○委員：○○委員の言われるとおり、上の２行はあってよいが、概算についての下の２行はいら

ないと思う。 

〇委員：委員長と副委員長にお任せする。 

○委員長：行政の施策は、お金で変わる。私はお金のことも含め、文章があった方がよいと思う。 

○委員長：そのような意見もあるので、残させてもらうということでよろしいか。 

（異議なし） 

 

□答申書案の策定経緯について○○委員より確認 

○委員：この答申案はだれが一案目をつくったのか。 

○事務局：案作成はコンサルにお願いした。それを受けて、我々が見て修正し、最終、委員長、

教育長と会議ですり合わせた。 

○委員：ここに至るまでに何回修正したのか。 

○事務局：案はコンサルがつくったものである。内容については、この場で、皆さんでつくり上

げてもらうということでご理解いただきたい。 

○委員：もう一度聞くが、何回、修正をしたのか。コンサルは何回直せと言われたのか。 

○事務局：コンサルが最初につくって来たのは、鑑的な簡単な内容の案だったので、答申書の流

れについては事務局から指示した。 

○委員：これは町長など理事者側のチェックが入って修正したものではないのか。諮問した側が、

答申書のチェックをして修正指示することはあり得ない話である。それで、このような文章に

なっているのではないか。確認するが、理事者側に見てもらったことはないか。 

○事務局：見たのは私までであり、町長などには一切見ていただいていない。町長はあくまでも

答申をいただくということである。弁解になるが、センター方式という結論はあったが、皆さ

んの意見のまとめがなかったので、コンサルの方で答申書を書くのに苦慮された。書き方につ

いては相談を受けたが、コンサルに任せて、こういう形になった。最終的には、この運営委員

会の意見で変わっていくものである。あくまでも案として提供しており、変えるところは変え

ていだき、皆さんの答申書としてつくり上げていただきたい。 

○委員：そのように言われるが、副町長に見てもらったとの情報もある。８月 11日の結果は予想

外の事態だったのではないか。自校方式であれば、町長の考えと同じなので書きやすかったか

もしれない。自校方式に賛成の人、センター方式に賛成の人の意見を聞きながら、良いものを

つくりあげて答申したいと思っている。 

○委員長：投票で結果が出たので、それに従って答申書をつくるのは当たり前の話である。いま

さら自校方式とセンター方式のどちらがよいかという議論をするつもりはまったくない。また、
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教育長が言われた通りだと、ご理解いただきたい。 

 

⑤ 「５．中学校給食の実施方式の選定について」 

 上から 8行目「出席委員による投票」→「出席委員による記名投票」に下線部を追記 

○委員長：この部分について○○委員の文章が提案されているので、説明をお願いする。 

○委員：（提出資料の中の「中学校給食の実施方式の選定について」説明） 

記名投票なのでここで明快にしておきたいと思っている。○○さんの方からもぜひとも記名投

票にしてほしい、書いてほしいという要望もあったし、自校方式６名の方の名前をここに書か

せていただいた。いかがか。 

○委員長：投票結果の個人名は、議事録に記載している。答申書では省いていただきたいが、い

かがか。 

○委員：答申書は結果だけとし、個人名を書くべきではないと思う。 

○委員：一番はじめに背景と目的の中で言ったように、普通の町長が出された諮問機関ではない

ということである。○○先生や去年も一昨年も、○○さんもそうだが、学校給食委員会等をさ

れ、デリバリー方式が採用されたけれども葬られた。そういうのは町長の仲良しクラブのよう

な人ばかりが集まって、悪い言い方をすれば、それでシャンシャンと終わってデリバリー方式

に決まった。それは町長の考えであった委員会であった。これは、条例までつくって議会に諮

って全会一致でできた委員会だけに、きちっとした方がよいから記名投票にさせていただいた。

議事録はあくまで議事録、答申書は責任を持って書きましたよと、自校方式にした、センター

方式にしたと明文化することが我々に課せられたこの委員会の思いであると私自身は思ってい

る。繰り返すが、条例をもとにつくった委員会設置であったということである。であるから、

委員長もセンター方式に決まったら、いまさら自校方式に戻すことはないと言われている。自

信を持って自分の発言については責任を持つべきではないか。であるから答申書を町長に渡す

ときもあの方がやはりされたんだなあ、ましてやある人は我々議員から出た委員の中でセンタ

ー方式がはじめから出来レースで選ばれたのではないかと危惧される方もいるが、投票結果を

見れば、３人が自校式に投票された。そして町長側、理事者側から選ばれた人も２人、センタ

ー方式がよかったというような、本当の民主主義の声を反映した委員会であったということが、

この投票結果で見ることができるのではないかと私は思っている。投票したことにおいては責

任を持つべき。名前を書くべきである、何も危惧することはないと思っている。 

○委員長：他の委員、いかがか。 

○委員：○○委員の言われることは理に適っていると思うが、答申書の書き方として、投票結果

の個人名を入れることは、常識としてあり得るのか。教えていただきたい。 

○事務局：運営委員会の答申書であるので、様式に決まりはない。皆さんで決めていただければ

と思う。 

○委員長：私たちが決めなければならない。 

○委員：多数決でやるか。 

○委員：どうして答申書に名前を入れるのかわからない。前回は、議事録に個人名を明記すると

いうことに賛成したのである。 

○委員：記名投票をしたからきちっと名前を出してくださいよと○○さんが言ったからである。 
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○委員：議事録に載せてくださいと言っただけである。 

○委員：議事録という前提で言ったのか。○○さんに質問するが、どうしてそこまで名前を議事

録に載せてほしいと思ったのか。 

○委員：広陵西小学校の保護者の意見を聞き、代表として多数意見の自校方式に投票した。保護

者が議事録を見たときに、私が自校方式に投票したことがわかるようにしたかった。 

○委員：ＰＴＡ会長としての正論である。あなたが責任を持って、○○さんはどちらを書いたの

かとわからないから記名して名前を見てくださいと言われたのでしょ。そういう気持ちがある

のなら、答申書にも堂々と名前を載せたらよいのではないか。 

○委員：かまわないが、答申書に入れる意味がわからない。 

○委員：○○さんという西小のＰＴＡ会長は自校方式で投票されたということがわかるじゃない

か。 

○委員：答申書は全保護者が見られるものか。 

○委員：それは議事録も一緒である。インターネットで発信するわけだから。見る、見ないは自

由だから○○さんが PTA会長として皆に発信してもよいし、個々に掲載して見てもらってもい

いんじゃないの？言いたいのは○○さんがあくまで自校方式にしたいと言われて、議事録なら

議事録でもよい、名前を載せてよと強く主張されたから。だったらあなたの意を尊重し、○○

さんの名前も書かせていただき、皆、自信もって投票された。誰かに言われたからと手が震え

て自校方式にした、センター方式にしたというわけではないでしょ。だから自信を持って議事

録にも答申書にも載せたらよいのではないかと思っている。まだ説明がわからないか。 

○委員：答申書は保護者が見るものではない。 

○委員：見ようと思ったら見られる。議事録も見ようと思ったら見られる。見るのは自由じゃな

いか。町長に答申しているわけだから。広報ではあなたが自校方式に投票したなど細かいとこ

ろまでは出すわけではないが。繰り返すが、理解してほしいのはあなた自身が名前を入れてよ

と言った。だから答申書であろうと議事録であろうと名前を出したらよいのではないのかと言

っている。その方があなたの立場が守られるわけでしょ。○○さんという会長さんは自校方式

に投票したというのが皆にわかったらよいわけでしょ。説明がわからないか。わからなかった

らもうよい。仕方がない。 

○委員：前回の投票では、皆がいろいろなことを考えて真摯に投票したと思う。議事録として投

票結果の個人名が出るのはわかる。一方、答申は、投票で決まった委員会の最終的な意見を町

長に出すことが目的だと思う。答申書については、「センター方式 7 名、自校方式 6 名」とす

るのがよいと思う。 

○委員：了解した。個人名を入れることについては取り下げる。 

○委員長：個人名は削除したうえで、○○委員提案の文章とする。 

 

⑥ 「６．中学校給食の実施場所について」 

 「町保有の空地から選定することとなり～適当であると判断した。」の後に「ただし、諮

問後、他にセンターにふさわしい土地がないかの再考と購入の検討を希望する。」と追記 

○委員：第 8回議事録のＰ8～に書かれているが、委員長が「方式の検討の前に決めておかなけれ

ばならないことがある、センター方式の場合は小中を含めたセンターとせず、中学校独自で考
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える、第一候補地は古寺町営住宅北側空地とする」と言われている。このとき委員からの異議

はなかった。委員会でここを第一候補にすると決めたにもかかわらず、委員会自身がその結果

を否定するような意見を出すのはおかしいと思う。 

また、条例の第 2条には、「運営委員会は町長の諮問に応じて中学校における給食の実施方法、

実施場所、及び実施時期並びにその他中学校給食に関する重要事項を調査及び審議し、その意

見を町長に答申する。」と書かれている。町から場所を検討してほしいと諮問されたにもかかわ

らず、他の場所を検討してほしいと町に返すのは無責任だと思う。町民への説明責任を果たし

ていないのではないかと思うが、いかがか。 

○委員：議事録の件は事実であるが、当初から再三にわたり、他に場所があったらよいという話

はしている。教育長が、センターか自校かを決めてもらうのが先で、センターに決まったら町

長と相談して他の場所についても考えると言われていた。古寺と違うところにすべきだと言っ

ているのではない。古寺は川があり防災拠点となり得ないので、他によい場所がないのか検討

していただきたいという意味である。 

○委員：そうであれば、他の候補地をここで検討し、ここで審議すべきだと思う。町に丸投げす

るのはおかしい。センター方式に決まったが、センター方式にも欠点があるので、他の方式も

検討してほしいと言っているのと同じことだと思う。 

○委員：言われることはわかるが、よりよい場所があるなら、そちらの方がよいとも思う。その

ような答申の返し方をしたらいけないか。 

○委員長：私たちの委員会としての意見を言えばよいだけの話である。答申を受け、議会の結果

も総合し、最終的に町長が判断する。私たちがわざわざこのようなことを言う必要もないので、

元の文章のままでいきたいがいかがか。 

○委員：条件としてはいろいろあるだろうが、現状では古寺でしか実施できないので、一日も早

くしたいというのであれば、このままの文章でよいと思う。 

○委員：満場一致で、皆が古寺がよいと思ったと町長が誤解しないか。この中で選ぶなら、ここ

しかないと思っただけで、他に川のあふれる心配がない土地などがあればそちらで考えてほし

い。 

○委員：あふれるとか、液状化とか、そんなことを言ったら、清掃センターも含めて川の横であ

る。広陵町という土地柄やむを得ない。清掃センターも山の方に持っていくのが理想だが。現

状 16Ｋ㎡しかない土地の中で、28 年 4 月には、ここしか空いた土地がなかった。だからセン

ター方式で、要望としてはもっと良いところがあればよいのだが、28年 4月という中学校給食

のみだから、それを答申を受けたわけだから、条件についてはこれでよい。要望とかいろいろ

な考えはあって当たり前だが、我々が出す答申は、これでよいのではないか。理解していただ

きたい。 

○委員：１つだけ、聞かせてください。他の候補地として、○○さんは、今、どのようなところ

があると思われているのか、お聞かせください。 

○委員：私には具体的なことはわからない。会議の中で教育長に質問したところ、町長とも相談

している、センターに決まったら考えると言われていた。私は、１主婦なので、町がどこに土

地を持っていて、どこの土地だと買い足して、よい大きさになるとか、どこの畑（田んぼ）の

地主が土地を手放しそうだとか、わかりません。それを「センターと決まったら、探して考え
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てみる」と教育長が当初から言われていたので、ずっとひたすら信じていただけである。 

○事務局：正式な答申及び議会からの結論をいただき、決定する運びになる。それ以降のことは

町の方で考える。いまのところ、候補地等について断言することはできない。 

○委員：では、文章には入れなくて結構だが、今後、町長に意見をお伝えいただきたい。しかし、

川の横に建てたら危ないと思う。 

○委員長：川の横が危ないということではない。実は、水が溢れるのはマンホールからである。

東京や大阪の下水管、雨水管は 1時間 60㎜の想定、他の市町村は 1時間 30㎜の想定でつくっ

てある。今は、50 ㎜に改修することになっているが、お金がかかるのであまり進んでいない。

福知山でも由良川がオーバーフローしたのでなく、雨水管から水があふれて、まちが水浸しに

なった。広陵町でも、高台の真美ヶ丘ニュータウン以外の在来地では、川の近く以外でも水没

の心配はある。 

 

⑦ 「７．中学校給食の実施時期について」 

 「平成 28年 4 月開始が適当であると判断した。」→「平成 28年 4 月開始を希望する。し

かしながら、多少遅延しても、建築基準法をはじめとする各種法令の遵守や答申時の要望

に沿った建物・設備・機器・機能を希望する。」と修正・追記 

○委員長：当たり前のことであり、元のままで答申させてほしい。 

○委員：答申案の文章について、「開始が適当である」は「開始が妥当である」の方がよいのでは

ないか。 

○事務局：「適当である」でよい。 

○委員：専門家がよいと言うのであればそれでよい。 

 

□「５．中学校給食の実施方式の選定について」の記載内容について○○委員より提案 

○委員：委員長、私が配った資料を見ていただきたい。「５．中学校給食の実施方式の選定につい

て」だけでは根拠がないから、だめだ、結論だけ答申だけ出して、という方々もいらっしゃる

ので、やはりセンター方式がどの点がよかった、すべてが良いだけでなく、悪いところもある

わけだが、現時点で考えるところを文章化させていただいた。 

（資料の「「センター方式」を選択した根拠」を読み上げ） 

生ごみの件は先程意見があった。こうしたことを言わせていただいた。これも考慮してお願い

したい。次にもう一枚の紙の中程 

（資料の「センター方式だからこそできる魅力」について以降を読み上げ）」 

これを参考にしていただき、議論していただけば幸いかと思う。 

○委員：答申書の中にセンターの良さがわかる文章を入れておくのはよいと思う。この文章を、

５の投票結果の後に付け加えることに賛成である。 

○委員：出された答申の内容を見ると、結果だけがセンター方式で 7名、自校方式で 6名であり、

大した差はない、1 票じゃないかという方もいる。答えの結果だけを答申するのでなく、根拠

はここですよということを言いたいがために述べたということでご理解いただきたい。町長の

言葉を借りると、答申案をじっくり見て自校かセンターか決めるというようなあやふやなこと

をおっしゃっていると聞く。答申どおり出すのがあたりまえだと私は思っているが、浮ついた
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ようなふらふらしたようなことが聞こえてくるわけだから、根拠をあげてセンター方式に決ま

ったということを強調したいがためにこの文章をつくらせてもらった。 

○委員長：皆さん、いかがか。付け加えていただくのがよいと思う。ただし、最後の 2 行の他都

市のことが書いてある部分については、この委員会で慎重審議の結果決めたことであるので、

省いていただきたい。 

○委員：メリットの説明の中にある災害時の防災機能に関連して、以前の委員会では、避難所に

なるのは学校であり、給食センターは避難所にならないと言われたと思う。センターが災害時

に防災拠点になるかどうかはっきりさせていただきたい。 

○委員長：小学校や公民館が避難所として指定されているが、広陵町で阪神淡路大震災のような

震災があった場合は、これだけでは足りない。神戸でも近くの公園や空き地が重要な避難場所

になっている。公園のベンチを非常時にかまどになるベンチにするなど、町全体の各所が避難

場所になるようにしなければならない。ここも有効に使える施設になると思う。 

○副委員長：入れるとしたら、どこからどこまでを入れるのか。 

○委員：１枚目の「センター方式を採択した根拠」を述べているところから、２枚目の「センタ

ー方式だからこそできる魅力」以降からの最後の 2行の手前までとなる。 

○副委員長：「生ゴミの臭いの件」は、自校方式に限ったことではないとの意見もある。 

○委員：表現は変えていただけば結構である。 

○副委員長：「衛生面においても～」の３行の内容は、自校方式でも当然やらなければいけないこ

とである。センター方式にだけエアシャワーが付くような想定だったのか。そこまでは議論し

ていなかったと思う。 

○委員：変えていただけば結構である。これでなければいけないということではない。 

○委員長：大まかには提案された文章とし、細かい部分についてはお任せいただきたい。 

 

⑧ 「８．その他中学校給食に関する重要事項について」 

1）給食センターの整備内容について 

 1つ目の項目 「ランチルーム」→「会議室兼ランチルーム」と下線部を追記 

「（食材の入札、物資制定の時にも調理室を利用）」を追記 

 3つ目の項目 「非常用電源の整備」→「非常用電源の確保」に下線部を修正 

 4 つ目の項目 「オーブンの導入を要望する。」の後に「（冷凍食品の使用を減らし、バラ

エティー豊かな給食を展開するため）」を追記 

○委員：ランチルームや調理実習室について、誰の食育を目的としているのかが、わかりにくい。

子どもか、大人か。 

○委員長：両方である。 

○委員：調理実習室は、子どもたちの食育にも使うが、食材の入札時にも使う。 

○委員：各学校にも調理実習室があり、実際問題として子どもたちがどれだけ使うのかというこ

とがある。真美中の生徒はどうやって古寺まで行くのか、広陵中からは歩いて行けるが、実際

何回行くのか。ＰＴＡや地域の方の利用がかなり多くなければもったいないと思う。 

○委員：ランチルームとしてだけでなく、ＰＴＡの研修等でも使ってほしい。呼び方は、「会議室

（ランチルーム）」でもよい。利用については、栄養士を増員していただき、食育計画の中で、
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宝の持ち腐れにならないような企画をしてほしい。 

○委員長：２階のランチルームは、どちらかというと保護者向け、大人向けである。 

○事務局：Ｐ4 の表に「２階にランチルーム兼用多目的室と調理実習室を設置」と記載している

ので整合を図りたい。 

○委員長：表の表現に合わせることとする。 

○委員：４つ目の項目に関する「（冷凍食品の使用を減らし～）」の追記について、冷凍食品は加

工食品だけではなく、鶏肉、魚の切り身等衛生上冷凍品を使用しなければならない素材も多々

ある。「ステームコンベクションオーブンの導入」の記載により、献立の幅が広がることが理解

できるので、元の文章でよいのではないか。 

○委員：了解した。 

 

⑨ 「８－５）アレルギー対応について」 

 1 つ目の項目 「独自マニュアルの作成」→「独自マニュアルの作成・周知徹底」と下線

部を修正 

○委員長：結構である。 

 

⑩ 「８－６）地産地消の推進について」 

 「できる限り地元から食材を確保することを要望する。」→「広陵のなすを使った日など、

地の野菜を使った日を設ける。（国産で品質が良ければ、必ずしも地の野菜の使用に固守

するものではない。）」に修正 

○委員：前回の会議で、皆の意見からいらないものを落としたらどうかと提案したときに、委員

長は、この場で出されたものを最終の要望事項とすると言われた。地元から買ってほしいとは、

だれも発言していないのに、なぜこれが入っているのかお聞きしたい。 

○委員長：この文章を削除するという意味か。 

○委員：削除しなくてもよいが、だれも言っていないことが載っているのはなぜかと思った。 

○委員：前回ではないが、以前の会議で、地場の野菜を取り入れた献立は、子どもたちが地産地

消を学習するうえで好ましいという意見を出した。○○委員からも、地元のなすを献立に取り

入れている等の話があった。地場の野菜の紹介等をすることは有効だと思うが、この文章では

意味合いが変わってくる。献立の中に町内の野菜を使う日を設ける等の表現の方がわかりやす

いのではないか。 

○委員：一番は安心安全な素材を使うことであるので、提案のような表現でいかがか。 

○委員長：地産地消については、奈良県での地産地消の観点もある。元の文章でおかしくないの

ではないか。 

○委員：委員会では、地産地消でなくても、良い商品を適正な価格で買ってほしいと言っていた。

この文章を見ると、どんなに高くても地元から買わなければいけないような誤解を受けやすい

と思う。 

○委員長：今後、委員会を立ち上げて検討するわけであり、この文章でいかせてほしい。 

○委員：了解した。 
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⑪ 「８－８）配膳員の確保について」 

 １つ目の項目の後に、改行して「（昼休みの時間は少なく、配膳や後片付けの仕事は、時

間的にも厳しい。教師の負担軽減のためにも、また、午後の授業時間確保、クラブ活動へ

の影響が減少するために、配膳員を希望）」を追記 

○委員長：結構である。 

 

□８－９）給食センター建設にかかる業者選定について○○委員より提案 

○委員：給食センター建設にかかる業者選定について、「給食センター建設の実務経験があること

を条件とする」としているが、日本一の給食を目指すのであれば、給食センターの実務経験と

いう限られたところから選定するのでなく、ホテルの厨房設備など食に関わる分野で幅広い経

験が豊富な業者を交えて選定してほしいので、その旨を記載していただきたい。 

○委員長：事務局、そのようにお願いする。 

 

⑫ 「８－10）検討結果や現状の情報公開について」 

 タイトルの「検討結果や現状の情報公開について」→「インターネットでの情報公開」に

修正 

○委員長：本文の「ホームページでわかりやすく情報公開」はインターネットのことであり、元

のままでよいのではないか。 

○委員：了解した。 

 

⑬ 「８－10）検討結果や現状の情報公開について」 

 ２つ目の項目の最後に「（Ｈ27.4公開 開始希望）」を追記 

○委員：給食メニューの公開については、半年後に開始が可能ではないか。 

○委員長：情報公開についてはインターネット以外の方法もある。東吉野村ではこれまでの献立

を本にして教育委員会から出版した。情報公開の方法については様々な方法があるので、事務

局で考えていただきたい。 

○委員：表現は元のままで了解した。ただし、「（早期実現を検討）」を最後に入れていただいてよ

ろしいか。 

（異議なし） 

 

⑭ 「８－11）小学校の給食施設の改善について」 

 末尾に「（調理員の３年雇用の撤廃、コンベクションオーブンの購入など調理器具の見直

し、アレルギー対応調理員の配置、冷凍食品の使用回数を減らす（調理器具・調理員数の

見直しが必要）、栄養士・調理員と児童が触れあえる機会を作る。等）」を追記 

○委員：私も具体的に記載した方がわかりやすいと思う。 

○委員長：これは入れた方がよい。 

○委員：冷凍食品の件は、先程削除したので、「冷凍食品の使用回数を減らす」件をここに入れる

のはどうかと思う。 

○委員：その部分の削除は了解した。 
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○委員：「今後、小学校給食施設についての改善検討を行うことを要望する。」の部分を「今後も

自校方式の継続が前提で、各学校の給食施設の改善検討を行うことを要望する。」に変えていた

だきたい。そうしないと、もしも、今後、町所有地以外の土地を買うことになった場合には、

概算コストがすべて変わってしまう。 

○委員：小学校を自校方式にすることまではこの委員会で決めていないので、そこまで踏み込む

のはどうかと思う。 

○委員長：小学校の給食室については、北小の事件に伴い、検討を続けており、時期が来れば、

委員会ができて検討されるかと思う。自校方式の要望まではこの委員会では入れにくい。元の

文章で問題ないと思う。 

 

⑮「８．その他中学校給食に関する重要事項について」の項目の追加 

 12）食材の入札制度の導入（追加） 

「町内外の業者から、入札制度により、良い品を適正価格で購入する」 

○委員：入札については、各業者に同等品がないと行えない。安いもので、こちらが意図しない

ものが落札されることもある。入札に関しては慎重に考えていく必要があると思う。 

○委員：狭山では、良い品の中で安いものを落としていると聞いた。入札制度では、どんな商品

でも安い価格で決まるのか。 

○委員長：入札は、安いものを入れるのが本来の形だと思う。 

○委員：ある程度の品質で良いものを選んでいると聞くのだが、入札ではないのか。 

○委員：見積合わせの形ではないかと思う。 

「３）給食に関しての各種検討委員会の設置について」に戻るが、要望しているア～オの委員

会の内容について、もう一度慎重に見直すことをお願いしたい。食材の購入や献立作成、食育

の推進に関する委員会は、町内全体で一つの方向に進めていくために必要だと思う。献立作成

委員会や食育推進委員会については、学校の現場の先生方や栄養士に協力いただく形で地域の

方に入っていただくのが適当である。食材の購入、物資の選定に際しては町の教育委員会、栄

養士が入ってまず進めるのがよいと思う。また、委員の選定についても、すべて公募等にする

ことは避けた方がよく、今後検討が必要である。そういったことを精査しながら要望をあげて

いただけたらと思う。 

○委員：以前、公募についての発言をしたが、先生や栄養士に入っていただいたうえで、地域の

ボランティア枠を設けたらよいのではないかという趣旨であった。 

○委員長：実際に委員会を設置するときには、メンバー等についても十分検討されると思うので、

このような表現で要望させていただくのでいかがか。「公募等」の表現についても、全部を公募

しなければならないわけではない。専門的な知識が必要な委員会には、当然、専門的な委員が

入ることになる。また、食材の入札制度の導入に関しては、３）で検討委員会の設置を要望し

ているので、あえて追加する必要はないと考える。 

○委員：了解した。 

 

⑯「８．その他中学校給食に関する重要事項について」の項目の追加 

 13）中学校給食 プロジェクトチーム（仮称）の設置（追加） 
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「中学校給食の早期実現のために、教育委員会職員・栄養士を含んだ、プロジェクトチー

ムを至急結成。うち数人は専属とし、早期に適正に設計・建設・開始がされるように務め

る。１日も早いセンター方式の中学校給食開始を希望する。」 

○委員長：栄養士の確保や検討委員会の設置を要望しており、あえて追加する必要はないと思う。 

○委員：教育委員会の方は、いろいろな仕事を持ちながら、平成２８年４月に中学校給食を正確

に確実に実施できるのか。立ち上がりのときは人員の確保が必要なのではないか。教育長にお

任せする。 

○事務局：言われるまでもなく、中学校給食を実施するということで進んでおり、教育委員会の

現職員でやっていく。28年４月に向けて全力で取り組んでいく。 

○委員：スピード感のないやり方でなく、一体となって前に進めていただければ結構かと思う。

副町長等が中心となって、チームをつくっていただけば立派なものができると思う。 

○委員長：この項目はなしとさせていただく。 

○委員：了解した。 

 

□委員名簿等について 

○委員：答申の最後のページの委員名簿について、最後の２人の「委員基準」が「保護者」とな

っているが、最初の会議では各中学校のＰＴＡ会長と記載されていた。年度が変わって役職か

ら外れたのかもしれないが、「委員基準」なので「平成 25年度中学校ＰＴＡ会長」とした方が

よいのかどうか。 

○事務局：「委員基準」については、条例で「保護者」となっている。ご指摘は「肩書」の部分の

ことだと思う。 

○委員長：小学校と同様に「～校区」としたらどうか。 

○委員：私は「委員基準」としては「町議会から推薦のあった者」であるが、昨年広陵東小のＰ

ＴＡ会長をしており、校区の代表として出させていただいている。校長先生に報告させていた

だいた方がよろしいか。 

○事務局：教育委員会から報告する。 

 

○その他 

○委員長：修正が多く、今日は答申できない。別の日を設定し、町長に答申書を渡すこととした

い。日程調整のうえ連絡するので、時間のある方はご出席いただきたい。 

○委員：訂正版はいただけるか。 

○委員長：後日配布する。 

  

５．閉会 

○副委員長挨拶 

・ 十分ご審議いただいたが、今が出発でもある。広陵町の中学校給食の実施に向け、今後ともご協

力をお願いする。長期間にわたり、ありがとうございました。 

以上 


