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第 3 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２６日（水） 午前１０時００分～１２時１０分 

開催場所   広陵町役場３階 大会議室 

出 席 者  研修会講師 

 大阪狭山市立狭山中学校 栄養教諭 大月 和子 

委員 13 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 

       （欠席委員） 

 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３回広陵町中学校給食運営委員会 次第 

大阪狭山市の学校給食 

 

１．開会（事務局） 

 

２．委員長あいさつ 

・ ぜひともしっかり学習し、参考にしていただければと思う。よろしくお願いする。 
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３．広陵町中学校給食運営委員会委員研修会 

 講師：大阪狭山市狭山中学校 栄養教諭 大月和子氏 

〇事務局より講師紹介 

〇講演 

1．大阪狭山市立学校給食センター概要 

・大阪狭山市の学区給食は、センター方式で実施している。 

2．大阪狭山市学校給食のあゆみ 

・昭和 48 年に当時の市長の意向で、小学校給食とあわせ中学校給食も開始した。当初よりセ

ンター方式であり、給食センターは２回の増改築を経て現在に至っている。 

・Ｈ26～27 に、耐震補強とあわせ、一部、施設の改修、機械の入替えを行う予定である。建

設当初はウエット式で建てられたが、Ｏ-157を契機にドライ方式が推奨されるようになり、

現在はドライ方式を採用している。このため、改修が必要になっている。 

・平成元年にバイキング給食検討会が発足。現在は、小学校児童に対し一人当たり年３回のバ

イキング給食を行っている。 

・平成 10 年４月には、米飯給食がそれまでの週１回＋月 2 回から週３回になった。 

・平成 21 年４月から学校給食調理等業務の民間委託を開始。 

・同年 8 月学校給食食物アレルギー検討委員会設置。平成 22 年 9 月に除去食等対応策を開始

した。 

・配膳業務は、調理等の民間委託後も直営であったが、平成 24 年 4 月より 10 校中 4 校で民

間委託を開始し、平成 25 年 4 月からは全校で民間委託している。現在、民間委託している

のは、調理等業務、配送業務、学校内での配膳員の業務で、同一業者に一括委託している。 

3．組織 

・管理組織としては、教育委員会・教育部の学校給食グループの中に、学校給食センター運営

委員会、学校給食衛生管理委員会を設けている。 

・運営組織として学校給食会があり、献立作成委員会、物資購入委員会、物資購入業者選定委

員会、給食主任会（各学校の給食主任が月 1 回集まる）という４つの組織がある。予算等

は理事会で決定する。 

4．大阪狭山市の学校給食 

・完全給食を実施しており、主食、主菜、副菜、汁物、牛乳を提供している。給食センターか

らは主菜、副菜、汁物を配送し、主食と牛乳は委託業者が学校に直接納入している。牛乳は、

児童の登校前に業者が各学校にある保冷庫に入れる。主食は 10 時過ぎ～11 時半に各学校

の配膳員に引き渡される。ごはんは各クラスの人数分に分けて納入される。パンは総数で納

入され、配膳員がクラスごとに分ける。 

・センターの敷地面積は 3,425.11 ㎡、建物総面積は 2,026.39 ㎡、平屋 1 部 2 階建である。下

処理室（野菜の皮むき、洗浄、段ボールからの入れ替え等を行う）、検収室（納品されたも

のを検品する）、調理室、コンテナ室（食缶、食器を入れる）、洗浄室等で構成される。 

・働いている市職員は、所長 1 名、栄養教諭 2 名、栄養士１名、事務職員１名、調理員 4 名

（常勤 2 名、非常勤 2 名）である。調理員はバイキング給食の専従職員である。 

・通常給食はすべて委託している。 
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・衛生・健康管理として、検便、健康診断等を実施、今年はノロウイルスの検査を追加した。

また、毎日の衛生点検を行っている。 

5 ．学校給食の献立作成の流れ 

・献立は、小学校 1 年生から中学校 3 年生まで一緒である。小学校 3、4 年生を基本とし、文

科省からの指導に基づき、アレルギー、栄養を満たすために分量を変えている。 

・給食センターの栄養教諭や栄養士が原案を作成、一部試作し、ＰＴＡの代表、給食主任の代

表、校長会代表が月 1 回集まる献立作成委員会で翌月の献立を審査する。ここで承認の後、

献立表を作成し、学校に配布する。 

・献立作成委員会では、切り方、味付け等について協議している。献立には、魚、野菜、乾物

類、海藻類を積極的に取り入れている。人気があるのは、豚キムチや鳥の唐揚げである。豚

キムチの場合、辛さを加減し、小学校１、２年生用と小学校 3 年生から中学校 3 年生用と

の 2 種類をつくっている。カレー、炒め物、サラダ等は味付けも一緒である。 

６．大阪狭山市学校給食物資［野菜、魚、肉など］購入の流れ 

・物資購入委員会では、ＰＴＡの代表、給食主任の代表、商工会代表が月 1 回集まり、給食セ

ンターの栄養士とともに品質・食感・形状・産地・価格などを総合的に検討し、翌月の物資

を選定する。肉、ハム、かまぼこ等は実際に食べて、献立に沿ったものに決めている。 

7 ．調理の流れ 

・委託業者の調理の流れは資料Ｐ12 の通り。朝 7 時半から午後 4 時までの勤務である。 

・乾物や海藻類、缶詰、根菜類、冷凍の魚は前日の午後、肉類、かまぼこ・ちくわ、葉物野菜

は当日朝に納入される。 

・給食センターは 10 校のほぼ真ん中、配送車で３～15 分程度のところに立地している。配送

車 4 台で、給食時間が早い小学校、次に中学校の順に配送する。食器（お盆、お椀、皿）

と食缶は毎日給食センターから持っていき、回収する。お盆だけを先に持って行く学校が

10 校中 8 校ある。1 校につき配送車は 1 日 2～3 回行くことになる。 

・大食缶（３～6 クラス分）、小食缶、天ぷらバットと食器類をステンレスのコンテナ（両開

きで、中が 4 段）に入れ、トラックで学校に配送し、配膳室で配膳員に引き渡す。配膳員

がコンテナごとエレベータに載せ、各階の教室の前に持って行く。コンテナには牛乳等も置

かれる。給食の時間になると、子どもたちがコンテナに給食をとりに行き、食べ終わったら

コンテナに食器を返す。子どもたちが廊下に出ていない時間に配膳員がコンテナを回収する。

配膳室に戻ったコンテナを配送車が回収し、センターで洗浄・消毒する。 

8 ．給食数 

・現在は全体で約 5,400 食、このうち中学校は 600 食前後の学校が 3 校で 1,800 食程度をつ

くっている。  

・年間の給食日数は、小学校 182 日（バイキング給食 3 回を含む）、中学校は 170 日である。

中学 3 年生は卒業するので 162～163 日のケースが多い。 

9．給食費 

・給食費については、人件費、水光熱費、施設整備費は市が負担、保護者負担は材料費のみと

なっている。概ね市と保護者負担が半々に近い。  

・中学校の給食費は 3,890 円/月である。 
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10．献立内容 

・ごはんは週 3 回で、中学校は一人当たり 90ｇとしている。大阪府の近隣市町村では 100ｇ

のところもある。カレーライスやハヤシライスのときは 100ｇとしている。おにぎりの日が

年 3～4 回ある。 

・豚キムチが人気で、汁まで争奪戦になると聞いている。豚キムチや八宝菜の日は白ごはんに

し、焼き魚など子どもの苦手な献立の日に子どもに人気のおにぎりが当るようにしている。 

・唐揚げは小学校 1 年生から 4 年生までが一人 1 個 25～30ｇ、5 年生から中学校 3 年生まで

は 3 個としている。以前は一人 2 個だったが、中学校からのアンケート調査結果でもっと

食べたいという意見があり今は 3 個提供している。唐揚げはてんぷらバットに入れて提供

しており、45 人のクラスだと 135 個となりギュウギュウ詰めになる。 

・食育の面から、子どもが嫌いな酢の物、切干大根、あじ、いわしなどもコンスタントに提供

している。 

・計量配缶の献立については、小学校中学年を 1 とすると、高学年を 1.1、低学年を 0.9、中

学校は 1.2 倍の分量としている。焼き魚、かつなど１個付けの献立は小学校 50ｇ、中学校

60ｇとしている。牛乳については全学年共通で 200ｇを提供している。 

・ごはんに関しては赤飯の日もある。パンは週 2 回、小麦の量は中学校で 70ｇである。12 種

類のパンを提供している。クロワッサン、揚げパン、メロンパンなどの回数を増やしてほし

いという意見もあるが、おかずを挟んで食べられる味のないパンをメインにしている。 

・デザートは、ヨーグルト、桜餅等季節のものをつくるようにしている。クリスマスケーキも

年１回提供している。全学年、量は一緒である。 

・米飯、パン、牛乳については、公益財団法人大阪府学校給食会を通じて納入してもらってい

る。大阪狭山市が公益財団法人大阪府学校給食会と契約している。 

・食器の大きさは小中学校統一である。 

11．バイキング給食 

・児童一人当たり、年 3 回のバイキング給食を行っている。バイキング給食は、直営の調理員

が実施している。 

12．学校給食における食物アレルギー対応について 

・平成 22 年 9 月から食物アレルギーへの対応を行っている。小中学校とも同じ対応であり、

副食について、調理段階で除去できるものは除去している。違うものの提供はしていない。 

・対応基準は、医師から食物アレルギーと診断されていること、アレルゲンが特定されており、

医師から指示され食事療法を行っていること。 

・鶏卵、乳製品（調理に使う牛乳、チーズ、ヨーグルト、バター、脱脂粉乳）、いか、えび、

かにの 5 種類 9 品目を除去している。たとえば、かき玉汁は卵を抜いたすまし汁、かにの

入った八宝菜はかに抜きの八宝菜、かにの酢の物はかにを抜いた酢の物の提供になる。 

・デザートに限り、アレルゲンを含まないゼリーを代替として提供している。 

・加工品、冷凍食品、調味料に関して、成分分析表を配布している。 

・その他、１本付けの牛乳の停止、アレルゲンの入ったパンの停止を行っている。 

・おにぎりのふりかけがアレルゲンになる場合は、ふりかけのかかっていないおにぎりを提供

している。 
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・除去食は、ある程度の保温と保冷（2 時間半後に 80 度が 60 度程度、5 度が 14～15 度）が

きく個人用のポットに入れる。個人名が入っており、アレルゲンのシールが貼ってある。 

（ここで現物の見学）中蓋は共有、洗浄、食器も共有であり、コンタミネーションなど微量

なものにまでは対応できない。厳密に管理されている場合は、除去食の提供は無理である。 

・ポットの大きさは小学校用 0.3 リットル、中学校用 0.5 リットルである。ポリプロピレン容

器に入れて配送し、各学校で配膳員に手渡し、配膳員が除去食のファイルとともに職員室に

直接持って行く。職員室で先生方が確認し、判を押す。給食時間まで職員室に保管、給食時

間に本人がとりに来て、先生が確認の上、本人に手渡す。喫食についても、先生が確認し別

のファイルに判を押す。誤食、誤配のないよう、確認を学校にお願いしている。 

〇その他 

・給食の入ったコンテナについては、ぶつかるとけがの原因になるので、休み時間の移動はせ

ず、授業中など子どもたちが廊下に出ていない時間に移動する。回収についても子どもたち

が廊下に出ている時間はなるべく避けている。 

・配膳員は基本的に各学校 2 人、給食数が 800 以上の 1 校のみ 3 人いる。中学校は 1 校当り

約 560～650 食、15～18 クラスで、1 学年１ないし 2 コンテナとなる。 

・他市では子どもたちが配膳室にとりに来る方式にしているケースもあるようだが、大阪狭山

市では配膳員が各フロアに持って行く方式としている。 

 

【質疑応答】 

○事務局：ありがとうございました。ご質問等あればお願いする。 

○委員：中学校の給食について、時間割によって配膳や給食の時間がとれないのではないかと心

配である。大阪狭山市ではどうか。 

○講師：中学校の給食時間は 12：35～1：05 の 30 分である。クラスの前にコンテナが移動して

いるので、教室に持って行くまでにはそんなに時間はかからない。配膳についても、小学校の

延長でスムーズに行われる。30 分で喫食可能かどうかについては、個人差がある。前の授業が

体育や教室移動のある科目だと給食時間が少し短くなるケースもあるようである。給食時間が

短い時もあるという話はあるが、ずっと短いとは聞かない。 

○委員：搬入の門と生徒の門は別になっているか。 

○講師：学校には２つ門がある。１つしか門がない学校もある。生徒の門と分けるのではなく、

道路の条件や門の大きさにもよるが、基本的には配膳室に近く、校内での車の移動距離が短い

門を優先している。 

○委員：アンケートはどのくらいの頻度で行っているのか。 

○講師：平成 20 年から、年 1 回、全学校の小学校 5 年生と中学校 2 年生を対象に 10 月～12 月

に行っている。残すときがあるか、残すのはどんなときか、美味しいかなどを聞くとともに、

9 月、10 月の献立の中から好きな献立、苦手な献立を３つずつ選んでもらっている。豚キムチ

や唐揚げのように残菜のないものはアンケートに入れていない。給食主任からも学校からの声

を聞き、人気メニューなどを把握している。 

○委員：広陵町での中学校給食の実施について考えるに当たり、先生が配膳などで疲弊疲労する

のではないかという声があったと聞いている。 配膳員が廊下まで運ぶ方式を採用すれば良いと
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思うが、お金がかかるなど予算的なことで反対はなかったか。また、現在の学校給食について、

先生から大変だという声はあがっていないか。 

○講師：配膳は委託業務の契約内に含まれており、それによりある程度は委託料がプラスになる

が、全体を圧迫しているとは聞いていない。パンや牛乳といった一括納品の分をクラス単位に

分ける業務等が必要だと市も理解している。学校からも配膳員がいることによって給食がスム

ーズに進むという意見をいただいている。 

他市から来る先生や新任の先生などもおり、給食の時間が大変という意見はゼロではない。た

だ、修学旅行や校外学習のときに指導しなくても勝手に配膳するなどといったメリットも聞い

ている。時間割の都合などにより給食時間の確保が大変ということはあるようだが、だから給

食はだめという話はいただいていない。 

○委員：広陵北小学校の給食で食中毒があり休校など大変だった。自校方式だったので被害はそ

こだけで済んだが、センター方式の場合は被害が大きくなると思う。その辺についてはどうか。 

○講師：センター方式のデメリットとして食中毒の拡散ということが言われているが、2,000 食程

度のセンター方式も 1,000 食以上の自校方式もあり、センター方式であれ、自校方式であれ、

衛生管理の徹底について、することや考え方に差はなく、結果としての規模の問題、喫食人数

の差ではないかと思う。大阪狭山市では、食中毒、ノロウイルスへの対応を徹底している。配

膳室には、検便をしていない人の立入りを禁止し、エレベータも給食関係以外の乗入れを控え

てもらうようお願いしている。給食センターでは、市や委託業者の従事者の検便、健康チェッ

ク、ノロウイルスの検査等を徹底している。学校給食法でも謳われている手洗いの徹底も行っ

ている。特に調理室内では手袋の着用、別のものに触る場合の手洗い（普通の石鹸、逆性石鹸、

消毒の 3 本柱）を徹底している。服装も清潔なものとし、衛生面と異物混入をなくすために、

入る前には複数でのチェックを心がけている。どこまでやれば完璧ということはなく、日々情

報を入手しながらより良い方法で行うことや個人の意識の改革が大切だと思っている。日々危

機感を持って常に食中毒や異物混入と隣り合わせであることを意識し、どうしたらベストかを

考えて従事するようにお願いしている。 

○委員：残飯処理の方法、処理のための費用について教えていただきたい。 

○講師：食べ残しと皮やヘタを残菜としてセンターに保管し、週 3 回、業者に引き取りに来ても

らっている。業者は動物用の飼料としてリサイクルしており、最終的には豚の餌になる。費用

は年間 150 万円程度である。 

○委員：献立等のホームページへの掲載は栄養士の先生がしているのか。 

○講師：センターに勤務する栄養教諭と栄養士の 3 名で、献立表、食材の産地等をホームページ

にアップしている。 

○委員：狭山市では地産地消でバイキング給食をしているそうだが、地元の野菜は必要な分量が

確実に手に入るのか。 

○講師：文科省からも地産地消の指導がされている。大阪狭山市は人口５万人強であるが、農地

面積は多くない。物資購入委員会から地元のＪＡに何が納入できるかを聞き、翌月の必要数を

確保できるようであれば納入してもらう形にしている。狭山市の新米は基本 12 月、可能であ

れば 1 月まで使っている。また、青ネギ、きゅうり、白菜等を通年ではないが納入してもらっ

ている。１ヶ月分すべての納入が前提だが、揃わない場合は、半分だけ地元のものとする場合



 
 

7 

 

もある。バイキング給食に関しては、通年、狭山市の米を使っている。 

○委員：半分の場合もあるとのことだが、100％地のものでないことに批判の声はないか。 

○講師：同日で混ざることはない。地元で賄うのは大変だということをご存じの方が多ので、批

判の声は特にない。地産地消も大切だが、価格面や数量の確保、安心安全なども総合的に考え

て、できる範囲でということで説明している。 

○委員：地産地消は推奨するが、不足するからつくらないというのではなく、同基準で賄える日

本の野菜で良い給食をつくっていくというお考えか。 

○講師：そうである。地産地消は推奨したいが、それに縛られてしまうと難しい。安心安全、栄

養価の確保なども同じように給食の大切な要因だと思っている。 

○委員：ホームページに野菜や牛肉、魚などの産地が出ていて素晴らしいと思う。また、給食の

人気メニューのつくり方がホームページにあり、家庭でもつくって楽しんでいると聞いたが本

当か。 

○講師：産地に関しては、わかる範囲で、業者から流通経路を提出させている。肉であれば、ど

こで飼育され、どんな餌を食べ、どこで屠殺され、どこの業者からどういう経路で入ってきた

のか、入札の段階で報告義務を設けている。魚に関しても陸揚地を書いてもらっている。 

好評献立については、保護者で組織する会からの希望で、学校給食のカレーやハヤシライスの

講習会を実施した。過去に好評献立をホームページに載せていたこともあるが、近年はスペー

スの問題から載せていない。ＰＴＡ主催の保護者の試食会では、家の豚キムチよりも給食の方

が美味しいと子どもが言うので、つくり方を教えてほしいとう声が多い。ただ豚キムチは、豚

肉と白菜キムチ、醤油、酒、砂糖、みりんを炒めているだけであり、白菜キムチの味の影響が

大きい。今は講習会等の実施にとどまっているが、今後、ホームページや献立表に載せていけ

ればと思っている。 

○委員：5,000 人以上の児童生徒がいるのに栄養教諭２人と栄養士１人でホームページのアップも

アレルギー対応もされているとのことだが、疲労はないのか。 

○講師：他市、他府県の勤務体制はわからないが、なるべく効率良くするように心がけている。

アレルギー、食育、衛生管理は重要なので、特に力を入れ、簡略化できるところは簡略化する

ように努めている。しかし、理想通りにいかないのも現実である。 

○委員：食育は栄養士の先生が直接されているのか。各学校の先生に任せているのか。センター

方式の場合、調理員と子どもたちの接点はあるのか。子どもたちにありがとうという気持ちが

生まれるのかどうか知りたい。 

○講師：食育について、小学校ではバイキング給食のたびに栄養士と調理員が学校に赴いて、小

学校１年生なら箸の持ち方、給食当番の服装の話、高学年なら生活習慣病の話、また、豆を食

べましょう、手洗いの話など６年間、毎回テーマを変えて栄養指導をしている。バイキング給

食は年３回あるので、６年間では１８回調理員と顔を合わせていることになる。小学校では調

理実習のときに栄養教諭または栄養士が赴いてお手伝いをする。中学校でも回数は少ないが家

庭科の調理実習にＴＴとして入り、子どもたちと話をするようにしている。 

調理員については、バイキング給食のときに、特に低学年については一緒に行くようにしてい

る。また、小学校１年生が給食センターに見学、試食に来る学校もある。小学校３年生の市内

探検で、図書館、公民館と給食センターの見学に来るケースもある。就学前の保育園児や幼稚
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園児が試食、見学に来ることもある。給食をつくっている所を上から見ることができるように

なっているので、ベルトコンベヤー式のフライヤーで揚げものをしているところなどを見ても

らい、暑く湿度が高いところでつくってくれているのでできるだけ残さないようになどという

話をしている。 

○委員：献立作成委員会には、各学校のＰＴＡから１名ずつ出てくるのか。 

○講師：献立作成委員として各学校のＰＴＡから１名以上を選んでもらい、持ち回りで５校に来

てもらっている。２か月に１回来てもらうことになる。 

○委員：委員会の所要時間はどれくらいか。 

○講師：第一木曜日の 2：45～3：30 までの 45 分間で実施している。翌月の献立のうち、新作の

ものを 5～6 品試作し、切り方、味付け、色彩等についてご意見をいただく。その他の献立に

ついても献立表原案で論議してもらっている。 

○委員：保護者は学校の給食をほとんど見たことがないので、そういった形で参加できるのはう

れしいことだと思う。 

○委員：食育について、「食育は給食を通じてより効果的に行えるが、つくり手、調理員の顔が見

え、感謝の気持ちも強くなるので自校方式がセンター方式よりも良い」という報告がある。今

のお話で、そんなことはないと捉えてもよろしいか。 

○講師：確かに自校方式の方が普段の何気ない接触の頻度は高いと思う。センター方式だと、セ

ンターに来てもらうか、センターから赴くかということになり、物理的な面からいうと自校方

式にはかなわないと思う。 

○委員：「食育については」ということか。 

○講師：「調理員との接触に関しては」ということである。ただ、それだけが食育ではないのでは

ないかと感じている。普段見掛けない私たちが調理実習等に行くと、新鮮に捉えてくれて、関

心を持ってくれるケースもある。 

○委員：アレルギー対策については、「調理食数が少ない方がより柔軟に対応できる可能性が高い

と考えて自校方式が良い」という報告書もある。アレルギー対策をしっかりやっていれば調理

食数に関しては問題ないと思うがどうか。 

○講師：自校方式でアレルギー対応しているところに勤務したことがないので、センター方式で

の話になる。5,400 食中、除去食対象者が 46 名で、アレルゲンは千差万別である。全体の食数

が多いから大変だと感じたことはない。 

○委員：食数に関係なく、センター方式でも自校方式でもきっちりやれば問題ないということか。 

○講師：個人的にはそう思う。システムの問題などクリアしなくてはならないことは、どちらの

方式でもあるのではないかと思う。自校方式での経験がないのでわからないが、センター方式

だから大変と思ったことはない。 

○委員： アレルギー対応調理室や、アレルギー対応調理員について教えてほしい。 

○講師：（大阪狭山市給食センター見取図配布） 

下処理室、検収室、調理室、コンテナ室、洗浄室等があり、真ん中あたりにアレルギー食専用

調理室を設けている。作業台、ガスレンジ、シンク等があり、ここで除去食をつくっている。

昭和 48 年 10 月の建物で当時の基準から天井が高く、２階まで吹き抜け状態になっている。天

井に換気扇があり、以前はそれを回していた。今もその名残で、アレルギー食専用調理室と他
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の部屋が天井でつながっている。アレルギー食専用調理室については、出入り制限をしている。

除去食がないときは出入りせず、除去食があるときは関係者以外立ち入り禁止にしている。大

学生の実習や中学生の職場体験でも近づかせないようにしている。小麦など粉類は上部を介し

て混入する恐れがあるので除去食の対象としていない。 

専用調理員は３名で、除去食のないときは、それ以外の給食に従事している。 

○委員：調理員は全体で何名か。 

○講師：契約段階では、業務責任者、副業務責任者、衛生責任者、栄養士、調理員 22 名以上とし

ている。実際に働いているのは、社員、パートを含めて 35 名である。それ以外に配送 4 名が

おり、調理員のパートの中から 4 名が配送補助要員となる。配膳員は 21 名いる。 

○委員：35 名のうち除去食 3 名なので、30 人くらいで 5,000 食をつくっているということか。 

○講師：そうである。 

○委員：プリンやヨーグルトの場合のアレルギー対応でゼリーを出すことについて、栄養士や調

理員等にかなりの負担だと思うが、どうしてそこまでの対応をするのか。 

○講師：デザートについては子どもたちが楽しみにしているので、できる限りの対応をしたいと

いうことがはじまりである。ゼリーはヨーグルトのときで 30 個程度、ケーキ等だと 40 個程度

を発注する。ヨーグルトの納入業者や少数でも持ってきてくれる業者に打診し、持ってきてく

れる業者から選んでいる。配缶は除去食と同じルートにしている。クラスと氏名を書いたビニ

ール袋に入れ、ポリプロピレンの容器とファイルを職員室に保管する。本人が職員室にとりに

行くので配膳員やクラスの負担になるとは認識していない。ゼリーにバリエーションをもたせ

ていないので、いつも同じゼリーで申し訳ないと思いながら提供しています。 

○委員：申請すれば、保護者や地域の人が給食を食べられると聞いたが、何名から受け入れるの

か。また、実際にどれくらいの申請があるのか教えてほしい。 

○講師：ＰＴＡ試食会とは別に、給食試食会として市民協働の窓口を通じて申し込む形である。

地域の方や更生保護女性会の方、児童会の保護者の方等が来られている。人数に下限はないが、

場所の関係から 35 名まででお願いしている。回数には制限を設けていない。申請を受けてか

ら日程調整をして来ていただく形である。ＰＴＡ試食会は年に 7～8 回、給食試食会は 3 回程

度実施している。昨年はこれ以外に Smile. Smile というアレルギーを持つ子の保護者の会が 2 回

試食に来た。 

○委員：1 食いくらで食べられるのか。 

○講師：通常給食は 275 円である。保護者対象のバイキング給食の試食は 450 円である。 

○委員：食べられるのは狭山市民と保護者だけか。 

○講師：市民協働なので、おそらく市民がメインである。他市の方の扱いはわからない。 

○事務局： これで質疑応答を終了する。 
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４．閉会 

○委員長挨拶 

〇次回日程：４月 16 日（水）午前 10 時 

※次回、センターの候補地、5 校の建替時期の資料を示す。 

以上 


