
 
 

1 

 

第２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３月４日（火） 午前１０時００分～１２時３０分 

開催場所   広陵町役場３階 大会議室 

出 席 者   委員 15 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 玉井 典子 

 広陵北小学校栄養教諭 上野佳洋子 

広陵西小学校区   河合 知加 

 広陵東小学校区 脇本めぐみ 

 広陵北小学校区 堀口真寿美 

 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 丸谷 謙二 

 広陵中学校 濱野 直美 

 真美ヶ丘中学校 福本嘉代子 

事務局 松井教育長、奥西教育委員会事務局長、名倉教育委員会事務局次長 

    松川教育総務課主幹、谷野教育総務課係長、増田学校教育課課長 

    橋本学校教育課課長補佐 

コンサルタント 株式会社 かんこう 元氏 大倉 

     

配付資料   第２回広陵町中学校給食運営委員会 次第 

第１回広陵町中学校給食運営委員会 議事録（案） 

「広陵町学校給食基本構想業務委託」仕様書 

第２回広陵町中学校給食運営委員会・資料 

・広陵町の学校給食の現状と課題 

・学校給食の方式とメリット・デメリット 

・広陵町における各方式のケーススタディ 

・各給食方式と整備及び管理運営の事業方式について 

・参考資料１.近隣市における事例 

・参考資料 2-1.学校給食のアレルギー対策について 

・参考資料 2-2. 広陵町のアレルギー児童及び生徒の現状と対応について 

・参考資料 3-1.広陵町における現在の学校給食の納入業者や食品の産地について 

・参考資料 3-2.近隣市の学校給食の食材購入方法について 

・参考資料 4. 広陵町の給食員の雇用状況について 
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１．開会（事務局） 

 

２．委員長あいさつ 

・ 私たちに課せられた任務は、中学校給食の実施方式、実施場所、実施時期、その他中学校給食に

関する重要事項について審議することである。できるだけ早く結論をまとめ、答申したいと思っ

ているのでご協力をお願いする。本日も忌憚ないご意見をお願いする。 

 

〇 ○○委員自己紹介（前回欠席のため） 

〇事務局より資料訂正について報告 

 ・次第：その他及び番号の追加 

 ・仕様書：「Ｈ26.3.4 第２回広陵町中学校給食運営委員会」の文言を記載 

・議事録：（案）を追加 

 

３．前回の議事録（案）の承認について 

・ 以下を訂正のうえで承認することとされた。 

・ Ｐ5：３行目 ○○委員発言→○○委員発言に訂正（○○委員指摘） 

・ Ｐ5：○○委員発言の概算費用までは○○委員発言のまま、調理員の話以下は○○委員に訂正、

下の３つの○○委員発言→○○委員発言（○○委員指摘） 

 

〇事務局より第２回広陵町中学校給食運営委員会・資料の右上参考資料番号の訂正 

 

４．議事 

（１）広陵町学校給食の現状と課題 

 

○事務局より資料の説明 （事務局） 

・資料番号の訂正 

・第２回広陵町中学校給食運営委員会・資料 

広陵町の学校給食の現状と課題 

 

○委員長：ご質問、ご意見をお願いする。 

○委員：ここに書かれている課題はどこから出てきたものか。 

○事務局：課題と要望については、各学校に出した質問書への回答をとりまとめたものである。 

○委員：いつ頃、聞いたものか。 

○事務局：今年の１月頃である。 

○委員：要望・課題としては、支援スタッフの雇用の期間、賃金についての問題が常にある。こ

のままの雇用体系で良いとは思っておられないだろうが、どのようにお考えか。 

○事務局：支援スタッフの雇用期間は現在３年期限で実施している。３年では慣れたところでや

めていただくことになるので、継続的な雇用を希望する旨、栄養士からも直接聞いている。町

としても、正規職員が各学校に１名では、問題があった場合の対応に不安だという考えは十分

持っている。中学校給食がどうなるかとの兼ね合いもあり、最終的な結論には至っていないが、
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町長とは十分協議はさせてもらっている。正規職員、民間委託などを含め検討していきたい。

25 年度末には３年の期限でやめていただくスタッフがおられ、募集をかけているが、なかなか

十分な応募がない状態である。 

○委員：３年で首が切られ、またゼロからやりなおしである。民間委託についても考えるべきで

はないかと思う。コンサルからもお考えをお聞きしたい。  

○コンサルタント：答えにくい問題と認識している。各地域でこれまで培ってきた中でのことで

あり、一概には言えない。全国的に正規雇用か、委託かというところは同様に悩まれている。

地域特性に合ったやり方を皆さんで協議いただきたい。また、時代とともに変わっていくのも

事実と考える。  

○委員長：幼稚園の給食にも関わるデリケートな問題であるが、もし示せるのなら、私たちが一

定の考え方を示しても良いのかと思っている。学校給食に係る職員の問題は難しい。学校は夏

休みや土日など休みが多く、通常の町職員とは違う勤務形態になる。皆さんで良い知恵を出し

ていただければありがたい。  

学校給食も食育の一環であるが、食育に関する課題は何も書かれていない。食育について課題

はないと思っているのか。また、食育教育として何をやっているのか。 

○委員：本校の場合は、栄養教諭の立場として、年間計画を立て、食に関する指導を行っている。

食育は栄養教諭だけで行うものではなく、子どもがいきいきと健康で暮らせる基礎を小学校生

活の中で培うために、学校全体としても、各学年で年間計画を立てて、学級活動や総合的学習

など各教科で取組んでいる。また、それぞれの学校で食育が行われている。栄養職員がいない

学校でも学年で計画を立て、何らかの形で食育活動をしている。ご理解いただきたい。 

○委員長：ごはん給食の場合、スプーンでなく、箸を使うが、使い方の教育はしているのか。箸

のマナーはたくさんある。箸を上手に使えるかどうかは、日本の文化にかかわる重要な事項で

ある。それを給食教育でやっているのか。 

○委員：中学２年生の子がいるが、小学校の６年間、先割れスプーンがあるから、他の子も持っ

て行ってないからと、箸を持って行ったことがない。小３の下の子に、箸を持って行くように

言っても、おねえちゃんが持って行っていないからと持って行かない。学校でそういう指導を

しているのかどうかはわからないが、お箸を使っている子どもは少ないのではないかと思う。

お箸の持ち方、使い方の教育は、学校にお願いすることではないので家庭でしている。 

○委員長：私が教育委員長時代は、そういう教育をしてもらいたいと現場の先生方にもお願いし

た。１年生のクラスに正しい鉛筆の持ち方というポスターが貼ってあるのに、先生はまったく

指導しない。鉛筆の持ち方も正しい箸の使い方と同じで日本文化に関わることであり、教育の

一環だと思っている。そういったことが課題としてあがってこないことは不思議である。 

東小にあるような学年全体や別の学年と集まって給食を食べる部屋は広陵町の各学校にあるの

か。なければ課題の一つとして認識してもらいたい。食教育はものすごく広範囲に関わる重要

な話であり、あらゆる観点から眺めてみる必要がある。できる、できないは別として意識を持

つことは重要なので、網羅していただきたい。 

○委員：西小には、そういう部屋をつくるスペースがないと思う。 

５年生の息子が１、２年生の頃の先生はお箸の給食の日とスプーンの日を分けて教育してくれ

ていた。そういう先生もいた。 

○委員：北小校区だが、子どもが１年生のときの先生が給食のときはお箸を持ってくるように言
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われ、毎日給食袋にお箸と歯ブラシを入れて持って行った。お箸の使い方も鉛筆の持ち方も教

えてもらった。先生によると思う。 

○委員長：現状がわかってきたので、次に移りたい。 

 

（２）学校給食の方式とメリット・デメリット 

（３）広陵町における各方式のケーススタディ 

（４）各給食方式と整備及び管理運営の事業方式について 

 

○事務局より資料の説明 （事務局） 

・第２回広陵町中学校給食運営委員会・資料 

学校給食の方式とメリット・デメリット 

 

○委員長：質問をお願いする。 

○副委員長：自校方式の維持管理面のデメリットとして、調達コストが高くつくと書いてあるが、

自校方式とセンター方式の調達コストの差はどのようなところから出てきて、なぜ自校方式の

方が高くつくのか説明いただきたい。 

食育のメリットのところの記述にばらつきがある。各方式によりばらつきがあるものなのか。 

○事務局：１つ目の質問についてだが、調達コストについて、各校にバラバラで納入する場合、

配送面等のコストがかかり、一括で購入する場合と比べコスト高になる。 

○副委員長：たとえば、肉の単価がセンター方式の方が安くなるということか。学校給食の場合

は一括での価格となると思うが。 

○事務局：量が多くなると安くなるということではなく、配送代が高くつくと考えてほしい。 

○委員：学校給食会で購入している米や基本物資、農産物を活用した県内産の食材については、

統一価格である。大きな市で一括調達される場合は入札制度で、若干価格が安くなるかもしれ

ないが、全体として 5,000 食程度であれば、大きく保護者負担額が変わるところまではいかな

いのではないか。牛乳等は県内同一価格である。業者からの提示価格には、経費等も入ってい

るので、5,000 食規模のセンターと 500 食規模の学校との差はなくはないと思う。町として考

えるのであれば、システムづくりで対応することができると思う。 

○委員：自校方式での保護者負担はそんなに増大せず、他の方法にしたとしても給食費が下がる

ことはないと考えてよろしいか。 

○事務局：それほどの増大はないかと思う。 

○委員：自校方式の施設設備面のデメリットとして、「搬入車両の安全な進入路を確保する必要が

ある」とあるが、自校方式以外の方式でも進入路の確保は同じように必要ではないか。 

○事務局：広陵中学校、真美ヶ丘中学校の建設予定地には、それぞれトラックが入れる進入路が

ないため、自校方式の場合は、2 校ともに大きな通路を設けなければならない。センター方式

でも、配膳室までの通路が必要であるが、自校方式のような大きな通路は必要ない。親子方式

であれば、進入路は 1箇所で済む。 

○委員：センター方式、親子方式、デリバリー方式のアレルギー対応のデメリットとして、「突発

的な対応は難しい」とあるが、突発的な対応とはどういうことか。 

○委員長：アレルギーの子に手違いで食材を与えた場合の突発的な対応は、各学校の問題であり、
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自校方式でもセンター方式でも同じではないか。  

○委員：自校方式のメリットとして「突発的な対応に優れている」とあるので、アレルギー症状

が出た場合の対応ではなく、それ以前の問題かと思ったのだが。 

○委員長：自校方式の方がアレルギーの子どもの数が少ないので、間違いが起こりにくいという

ことはある。それだけの違いだと思う。  

○委員：平成 23 年 12 月に立ちあがった「広陵町の食生活・食育を考える会議」と「中学校給食

懇話会」ではどんな結論が出たのか。 

○事務局：懇話会の最終のご意見はデリバリー方式という結論であった。それを受けて教育委員

会としては、数年先の見直しを含めてデリバリー方式でどうかと町長に報告した。食生活・食

育を考える会議でも、方向付けは同じだったが、現在も最終結論が出ていない。デリバリー方

式でと町長に報告した後、町長が自校方式による中学校給食を実施すると議会に報告された。 

○委員：こういう会議をしても町長の考えは自校方式にあったということである。デリバリー方

式での答申が出されたのに、それが無になり、当時の町長が自校方式と決め、今の町長もそれ

を受け継いでいる。前回の資料も自校方式について詳しく載っていた。確認するが、この会議

での答申を守ってくれるのか。 

センター方式の施設整備面に用途地域等の記述があるが、どこなら建てられるのか説明してほ

しい。 

○事務局：都市計画図を渡している。緑色が第一種中高層住居専用地域、黄色が第一種住居地域、

オレンジ色が準住居地域、ピンク色は近隣商業地域、紫色は準工業地域で、白色の部分が市街

化調整区域である。都市計画法上、公共施設という整理で、市街化調整区域にも建てることが

可能になる。工場なので準工業地域にも建設できる。 

○委員：具体的に給食センターを建てられそうな町有地の位置を示してほしい。水道局跡地、町

営住宅の横など考えられそうだが。 

○委員：小中学校、幼稚園までを含めた給食センターが建てられる土地がどこにあるか教えてい

ただきたい。 

○事務局：思い当たるのは町立図書館と町営墓地との間の土地がその規模の土地かと思う。その

他については、宿題とさせていただきたい。 

○委員：前回、町の中で建てられそうな土地を知りたいと依頼したが、用途地域の地図の意味で

はない。 

○事務局：緑や黄色には建たないと言うことで、この地図を示した。細かい位置については宿題

とさせていただきたい。 

○委員：仕様書に 2 か所程度の給食センター候補地の選定とあるが、コンサルからは報告されて

いないのか。仕様書に対し、コンサルから出された資料がこちらにはわからない。仕様書で依

頼されたことに対して長期間放置されているとは思えないが。 

○委員：建設候補地に関する質問が出るのは当然である。  

○委員：コンサルの方に、仕様書 P３ の候補地選定、配置検討等に対応する資料をつくられたの

かどうかお聞きしたい。 

○コンサルタント：私どもは何箇所かの候補地をいただいて、それに対し具体的な配置や配送ル

ート等を検討する必要があると認識している。具体的な候補地については検討中であり資料も

作成していない。 
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○委員：仕様書に２箇所程度での検討とある。場所を決めて検討しているのではないのか。 

○事務局：用地の選定について、まだコンサルに指示していない。大至急、コンサルに指示する。

町長の件に関して、町長は第１回でも自校方式が良いという考えを述べたが、委員長から、そ

れにとらわれずに決定するとのご意見をいただいている。あくまでも運営委員会での決定に従

う。また、議会の方にも中学校給食検討特別委員会がある。その結論も重視しなければならな

い。運営委員会答申と議会の答申を重視して決定する。 

○委員：議会の意見を聞くとのことだが、条例に基づいて我々が推薦されてここにきているわけ

で、それが大事である。 

○事務局：議会で推薦をいただいているが、主体はあくまで町である。町長の諮問機関として答

申いただくということでご理解いただきたい。 

○委員長：実施場所の候補地については、次回に提出していただくようお願いする。 

○委員：メリット・デメリットを見ても、私自身判断がついていない。コンサルの方が経験して

こられた中でのメリット・デメリットがあれば、教えてほしい。 

○コンサルタント：感覚的なものだが、人口や食数の問題が要因となる。今回はセンター方式も

自校方式も同じ食数なので、敷地の選定が大きな要素になると思う。その場合、用地費が大き

な要因になるが、町有地であれば、センター方式も自校方式はほぼ並列かと思う。デリバリー

方式は、方針さえ決まれば、比較的早い段階で移行できると思う。自校方式になった場合は、

中学校だけで行うのか、小学校も見直すのか、幼稚園はどうするのかという問題がある。セン

ター方式も同様である。中学校だけをターゲットとする場合と、小学校、幼稚園も含む場合で

は食数も変わるので、条件が変わってくる。私どもでもどれが良いのか、結論に至っていない。

ご議論いただき、どの方式が良いのかを一緒に考えさせていきたいと思う。 

○委員：真美二小は、給食室の調理器具が古く、コンベクションオーブンという食材を焼く機械

がないと聞いている。調理器具ひとつあるとないとでは、給食の幅も違ってくるという話も聞

いている。小学校の給食室はウェット方式から食中毒の関係でドライ方式が多くなっていると

思うが、町内全域が同じ方式かどうかも知らない。自校方式とする場合でも、今の状態では最

善ではないと思える。表の中に「学校施設として、すべての学校で整備が可能である」とある

が、すべての学校の設備水準が同じでない現状があるので、メリットとは言えない状況もある。

新しい機器でオートメーション化して同じ水準のものを提供できるという面ではセンター方式

にメリットがあると思っている。 

○委員：保護者もセンター方式が良いか、自校方式が良いかで悩んでいる。県内で、センター方

式、自校方式を採用した自治体の数とメリット・デメリットを教えていただきたい。 

○委員：事務局でとりまとめをしているが、今手元に資料がない。中学校給食を新しく導入する

市町村は、奈良市、大和郡山市、香芝市、広陵町、安堵町である。奈良市は、センター方式、

自校方式を比較検討したが、生徒数が減少傾向であり、今大きなセンターを建てても 30 年も

たてば、大きな施設を維持管理するのが大変になるので自校方式とし、27年度中に実施の方向

である。大和郡山市は、小学校がすでにセンター方式であり、その方針のもと新しく小学校全

校に対するセンターを新築し、既存のセンターを中学校のセンターにすることとしている。既

存のセンターは、平成 17 年からの稼働で小学校の半分に提供できる規模の施設である。安堵

町は、小中 1 校ずつなので、自校方式で実施する予定である。香芝市は、４中学校の敷地内で

の給食室の建設が困難なので、センター方式に決めたが、センターの用地の確保に苦慮されて
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いる。 

事務局で長年学校現場を見てきた者としての個人的な意見としては、食育の観点からは、ご飯

の炊けるにおいも嗅ぎながら、給食のできる様子を間近に見ながら、子どもたちが期待感を持

って給食を迎えられるということで、自校方式が良い方法だと思っている。センター方式にな

ると、現在各学校に少なくとも 2 名いる栄養士がセンターに集中的に勤務することになり、学

校との距離が出てくることが懸念される。初期のコストだけでなく、ランニングコスト、入れ

替えコスト等も見ながらご検討いただきたい。 

○委員：各中学校の校長先生にも、中学校の立場から、自校式とセンター方式とどちらが良いと

お考えかをお聞きしたい。 

○委員：すみません。 

○委員長：先生のお立場では答えにくいと思う。 

自校方式になった場合、真美ヶ丘中学の進入路はあれで良いのかと思う。片方はかつらぎの道、

南側は進入禁止、運動場を通過するか、崖を斜めに切って入れるかしかない。可能なのかと思

う。 

○委員：石垣のスロープにするという案になっているが、耐震性に問題はないのか。子どもたち

の駐輪場がなくなる件についても問題は解決できるのか。また、住宅地に後から給食の建物が

建てば、においの問題も生じる。その辺の説明もお願いしたい。 

○委員長：答えられる範囲でお願いする。 

○事務局： 建設前に住民に説明することになる。駐輪場については、2階建てにするなど対応さ

せていただくことになると思う。 

○委員：説明のときに住民の反対があった場合に、振り出しに戻ることが懸念される。 

○事務局： 十分説明し、住民のご理解をいただくようにやっていただくことになると思う。 

○委員：○○委員から、ごはんを炊くにおいが子どもたちに伝わって良いというお話があった。

ごはんを炊くにおいは大切だと思う。しかし、今は各小学校でごはんを炊かず、他から持って

きていると聞いている。それぞれで炊くのと他から持ってくるのとで、どれくらいの金額の差

があるのか。ごはん給食のときは、価格が少し高くなるので、おかずが減るとも聞いている。 

○委員：米飯については県内のほとんどが委託炊飯で、お米代プラス 1 食 38 円の炊飯加工賃がか

かっている。それぞれで炊く場合は施設の整備も必要であり、光熱費もかかり、調理員の増員

も必要になる。保護者負担に直接影響する。ただ、広陵町では米飯加工賃を町で補助している

と認識している。 

○委員：奈良市では、センター方式ではなく自校方式に決定したとお聞きしたが、逆に自校方式

にすると人数が減ったときにもったいなく、センターに方式すれば、ゆくゆくは老人用のお弁

当づくりにも活用できるのではないかと思う。奈良市にはそういう考え方はなかったのか。 

○委員：奈良市の検討会には入っていなかったので、その辺の議論はわからないが、学校給食と

地域に提供する食事とは並行してはつくれない。また、5,000 食規模で稼働するのには、非常

にコストがかかる。稼働していない日にどう使うかは町が検討されれば良いと思う。 

○副委員長：学校給食は、できてから 2 時間以内に喫食することが原則である。自校方式では、

フライ物の場合、衣をつけてから揚げることがスムーズにいくと思うが、センターで 5,000 食

規模になると時間がかかり、衣のついた冷凍物を使うなどメニューに差が出るかもしれない。 

○委員：真美一小にはフライ物をつくる機器さえなく、結局フライは温めて出しているだけだと
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聞いており、差はないと思う。 

○副委員長：厨房の面積にもよるが、フライヤーはそんなに高いものではないので、面積に余裕

があれば自校でもつくれるかもしれない。ただ、新しく人件費が発生する可能性もある。スチ

ームコンべクションを入れるとかなり調理の効率化が図れる。いろいろな条件がかみ合って、

献立ができていく。現在の小学校で困難な献立があるかもしれないが、今回、いろいろな献立

がつくれるような見直しについても意見を出していけば良いと思う。 

○委員：大阪のセンターで、カレーのルーから手づくりして 2 時間以内に喫食されている事例も

見ている。5,000 食だからできないというのではなく、5,000 食なら 5,000 食なりの調理員の

数があり、センターでもたくさんの調理員がいれば対応できるのではないか。 

○副委員長：かなりの調理員の配置や器具が必要だと思う。 

○委員：逆にセンター方式にした方が効率的に配置できるのではないか。 

○副委員長：一つの作業にかかる時間は同じであり、調理員の数によると思う。 

○委員：調理員の数や器具に問題があるのであり、ちゃんとした器具が入り、調理員が配置され

れば、自校方式でもセンター方式でもメニューの差は出ないということでよろしいか。 

〇副委員長：センター方式でも調理員の配置は一緒なのか。それにもよると思う。 

○委員：大量調理による人件費の効率化という面もあり、自校で 100食なら最低 2人は必要だが、

センターで 1,000 食なら 3、4 人でできるというところはあると思う。調理員の配置が十分あ

れば、どんな規模であっても手づくりは可能であるが、機械の能力が食数に見あったものが入

っていないと調理に時間がかかるということはある。広陵町の施設には調理器具としてはお釜

しかない。食中毒防止の観点から真空冷却機と献立のバリエーションを増やすためにコンべク

ションオーブンの導入を、広陵町だけでなく県内全域でお願いしていかなければならないと思

っている。 

〇委員長：判断するうえで重要なところなので時間をとっている。 

食育面については、ぜひとも具体的に書いていただきたい。自校方式のメリットとして、「各学

校で独自の取組が可能」とあるが、どんな取組みができるのか、されているのか。デメリット

に「格差が生じる」とあるが、どんな格差か。センター方式のメリットのところの「食事マナ

ーの向上」についても、具体的に何をイメージしているのか。「いただきます」は他の生物の命

をいただいていることに対して言っている。マナーや感謝の気持ちは、どの方式であろうとし

っかり教えてもらわなければいけない。メリット、デメリットについては具体的に検討し、も

う一度提示していただきたい。 

○委員：アレルギー対応のメリット、デメリットについても詳しく記載していただくようお願い

する。 

〇委員長：この会議は今日で終わりではないので、この議題はこの辺にしたい。 

○委員：今日は質問をたくさん用意してきた。皆さん、時間は大丈夫ですか。 

○委員：コンサルの方に質問だが、前回、今回の資料にある他都市の事例について、なぜその都

市を採用したのか、どうやって調べたのか、現地には行ったのかをお聞きしたい。 

○コンサルタント：事例については、前回、広陵町とは人口規模が全然違うのではないかという

ご指摘があったので、人口が 25,000 人から 50,000 人の間で、まずは関西、次に全国というこ

とでしらみつぶしで調べ、特徴的なところを今回提示した。インターネットなどのオープンデ

ータで調べたところであり、それぞれの学校に赴いて調べた段階ではない。 
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○委員：保護者も給食室を知らない。私は大阪狭山の給食センターを見に行ったことがある。大

変素晴らしかったので、資料を取り寄せ皆さんの分をコピーしてきた。ここで配布してもよろ

しいですか。 

〇委員長：事務局、よろしいか。結構です。 

（委員より資料配布） 

○委員：5,400 食つくっているが、アレルギー対応も素晴らしい。センター方式を取りながら、物

資購入委員会があり保護者も入って物資の検討ができ、献立作成員会があり保護者も入って一

緒に献立を考えることができる。希望申請制で、いつでも保護者がお金を払って給食を食べる

こともでき、地域とのコミュニケーションを上手に図っている。バイキング給食を、クラスご

とに回し、1 年中どこかのクラスで行っている。給食に使っている野菜の産地についても情報

を公開しているし、牛肉の識別番号を業者に出させているなど、管理が徹底している。インタ

ーネットで献立の写真も出しているので、お母さん方が子どもが何を食べているのか良くわか

る。アレルギー児童の情報を消防署に伝えてあり、学校給食でアナフィラキシーを起こしたと

きは、すぐに救急車が来る。搬送先のネットワークもできている。センター方式を推奨してい

る訳ではないが、文科省の方も足を運んでおり、アレルギー対応では日本のモデル校になるの

で、皆様にご一読いただきたい。 

○委員：２、３年前に個人的に見学したことがあるが、とても勉強になった。センター方式と自

校方式の選択のことだけでなく、勉強にもなるので、施設の見学か、委員会をそこで開くこと

ができればよいと思う。 

〇委員長：みなさん、いかがか。 

○委員：教育委員会にはバスを出す予算はあるのか。 

〇事務局：施設見学の機会をつくる予算はとってある。 

○委員：検討委員会で承認を得て、広陵町の教育長から、大阪狭山市の教育長に依頼してもらえ

ば、こちらに出向いて給食センターのいろいろなやり方を説明してくれるそうである。3 月議

会が終わった春休みの 3月 20 日以降ならいつでも来てくれるそうである。 

○委員：来ていただくのであれば、その方が皆さま、時間をつくりやすいかと思う。 

○委員：お忙しい方も多いので、保護者だけで勉強するのがよいか、検討委員会の 15 人で勉強す

るのがよいか。 

〇委員長：当然、委員会でやることである。 

○委員：こちらに来ていただく方法で調整をお願いしてもよろしいですか。ご説明だけで 1 時間

くらいはかかる。春休みは勉強会だけにして、4月に委員会をするのでどうですか。 

〇事務局：事務局からも連絡しておく。 

○委員：資料の最後のアレルギーについて、調理員の負担を理解する記述があってありがたいが、

調理員の数についてみると、児童 100 人に 1 人と想定されている。私は、「学校給食に関する

その他重要事項」の中で、アレルギー対応の調理員を置くこと、調理室をつくることをぜひあ

げたい。息子が入学してからの 6 年間、広陵町は調理員にアレルギー教育をしていない。アレ

ルギーの勉強会を手厚くすることなく、真美二小はアレルギー児童が 17 名もいるのに調理員

の増員もなく、時には欠員が出ていたと聞いている。そんな中で調理員さんは文句も言わず調

理してくれた。調理員さんにとっては、手厚い制度がない中で、自分の調理工程を見直すこと

が精いっぱいである。私は息子を育てるのに、「学校給食だからといって調理員さんがやってく
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れるのが当たり前と思ってはいけない。」と言ってきた。学期が終わるときにお礼に行くのだが、

調理員さんはいつもやさしい言葉を返してくれた。アレルギーの主治医から、「アレルギー対応

の除去食を作ってくれる調理員の善意や優しさの犠牲のもとにさせたらだめだ、○○さんが教

育委員会に訴えていかなければだめだ。」と言われた。この予定表をみると、私の子どもが中学

校でアレルギー対応食を食べることは出来ないと思うが、自分の子どものためでなく、後に続

くアレルギーのお子さんと、何よりも調理員の負担を減らし、笑顔で提供してくれる場をつく

りたいという思いである。中学校給食の重要事項にアレルギー調理員とアレルギー調理室のこ

とをあげることについて、了解を得たいがいかがですか。 

〇委員長：○○委員から広陵町の学校給食の現状に関わってお言葉をいただきたい。 

○委員：毎年増え続けているアレルギーの子どもについて、それぞれの学校で事故がないように、

無理のない範囲で対応させていただいている。アレルギーは、卵や乳だけでなく、さまざまな

要因が複雑に絡み合っており、確認しながら業務をこなすのに精いっぱいである。担任、調理

員、保護者の情報交換や意識の確認は手を抜けないことなので毎日行っている。 

○委員：せめてこれから建てる中学校の給食室や給食センターは、調理員の善意で成り立つもの

でなく、別の調理室で調理できるようにして、教育委員会として、子ども、先生、調理員を守

っていってほしい。お願いしたいが、いかがですか。 

〇事務局：運営委員会で、自校方式かセンター方式か決める中で、それもやっていってもらった

らよい。 

○委員：運営委員会として、アレルギー調理員を置くこととアレルギー調理室をつくることが採

決されたと考えてよろしいですか。反対意見があればお聞かせいただきたい。 

〇委員：答申の中に入れたらよいのではないか。 

〇委員長： 重要事項の中に入れるべきである。 

○委員：コンサルの方にお願いだが、広陵町内には 52 人のアレルギー児童がいる。事例をあげる

など何か考えるときは必ずアレルギー対応について考慮していただきたい。 

参考資料３に「広陵町は代替食はとっていないが、一人一人への対応はできている」と書いて

あるが、「できている」の意味がわからない。卵や牛乳については、良くしていただいているが、

エビやイカにアレルギーのあるお子さんはお弁当を持ってきている。全ての子どもに除去食の

対応は行っているわけではない。対応してほしいと言っているのではなく、そういう人がいる

ことをわかっていただきたい。アレルギーを持っている教職員への対応もしていただいている

ので、それもわかっていただきたい。 

〇委員長：（1）から（4）についてご質問があれば。 

○委員：参考資料２のセンター方式のところにアレルギー対応室があるとあり、私自身は、セン

ター方式の方に傾いてきた。ただ、保護者からは 1 日も早く学校給食を実現してほしいという

声が上がっている。自校方式なら 28 年４月から実施予定だが、センター方式に決まった場合

でも、28年４月からできるようにしていただけるのかお聞きしたい。 

〇事務局： 町長が実施は 28 年 4 月と言っている。センター方式になっても 28 年 4 月からでき

るように進める。早い時期に決めていただければ早く進められるので、よろしくお願いする。 

○委員：東小の給食室は新しいが、西小、北小は築何年くらいか。小学校の給食室の建替えが必

要なら、小中学校を対象とした給食センターの建設も良いのではないか。 

〇事務局：西小の建設は、昭和 43 年秋なので、築 44 年になる。北小はもう少し後だったと思う。 
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○委員：５校それぞれの給食室の築年数を次回の資料であげていただきたい。 

○委員：古い給食室の改修が必要になる時期についても示してほしい。 

〇事務局：大規模改修についてはやったことがあるが、給食については、工事のできる期間が限

られており、一気に大改造ができるかどうかわからない。そのあたりも調べたい。 

○委員：車いすなど障害のある生徒のため、自校方式であれセンター方式であれ２階建になる場

合は、エレベータも検討項目も入れていただきたい。地域の方にランチルームに来ていただく

のなら高齢者も来ると思う。 

○副委員長：資料３の費用は、調理スペース、ランチルームが入ると想定した金額か。また、ア

レルギー食対応のスペースを設ける費用は入っているのか。入っていなければ、入れた場合の

金額も示してほしい。配膳室が必要であれば、その分も上乗せになると思う。その辺の検討も

お願いする。 

○委員：資料には 4 種類の方式が書かれているが、親子方式とデリバリー方式は広陵町に向かな

いのかと思う。自校方式とセンター方式に絞って詳しい資料を出していただいたらどうか。 

〇委員長：デリバリー方式は今やっている方式で、それがだめということで、議論している。デ

リバリー方式については、検討する必要がないという認識である。自校方式とセンター方式が

中心にならざるを得ないと思う 

○委員：調理室で欠員が出ている学校があるか、また、３月に３年目に当たっている調理員がい

るかどうか教えてほしい。また、３月における学校毎に何人欠員がでているのか教えてほしい。 

〇事務局：真美ヶ丘第二小で 12 月での退職者があり、欠員は 1人である。募集中だが、今のとこ

ろ補充できていない。25年度で 3 年を迎える調理員と 1 年、2年目でやめたいと言われた方が

合わせて 10 人いる。支援スタッフの総数は 21人で、そのうち 10人が 3月末で退職する。応

募は 1 人だけであり、９名不足している。4月からの対応については、事務局で検討中である。 

○委員：アレルギー児童が一番多い真美二小に欠員が出ているのは、さらに大変な問題である。

子どものこともだが、調理員が大変だという目で見ていただくようお願いする。 

〇委員長：○○さんの発言にあったように、調理員さんへの感謝の気持ちを持つことも食育の一

つと認識している。 

〇事務局：勉強会の日程調整についてはどうするか。 

○委員：こちらの都合の良い日を２、３決めて調整するのが良い。（平成 26 年 3 月 25 日（火）

AM、平成 26 年 3 月 26 日（水）AM、PM、平成 26 年 3 月 28 日（金）PMで調整）次回の委員

会日程はそのときに決めるのか。今回の議事録と次回の資料は勉強会の前に送付いただけるか。 

〇事務局：次回の日程は勉強会のときに決める、議事録・資料の配布については即答は避けてお

く。 

 

５．閉会 

 

○委員長挨拶 

以上 


