
 
 

1 

 

第５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５月２１日（水） 午前１０時００分～１２時３０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 

 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 植村 佳央 

 真美ヶ丘中学校 福本嘉代子 

（欠席委員） 

 広陵中学校 濱野 直美 

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、橋本学校教育課課長補佐 

コンサルタント 株式会社 かんこう 東、大倉 

     

配付資料   第５回広陵町中学校給食運営委員会 次第 

第５回広陵町中学校給食運営委員会・資料 

・広陵町の学校の概要及び給食の実施状況 

・学校給食の方式とメリット・デメリット 

・方式の組み合わせによる比較検討まとめ（総括表） 

・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 

・広陵町における方式別・学校組合せ別のケーススタディ（まとめ） 

・方式別の個別検討 

・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 

参考資料 広陵中学校、真美ケ丘中学校における給食施設の整備イメージ図 

別添資料１ 広陵町中学校給食に関する自校方式の良い所 
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第４回広陵町中学校給食運営委員会 議事録（案） 

１食あたりの建設費費用の比較（委員より） 

 

１． 開会（事務局） 

 

２．委員長あいさつ（委員長） 

・ 諮問項目全般について、議論を深めていきたい。 

 

３．第 3 回運営委員会議事録（案）の承認について 

・承認された。 

 

４．議事 

（１）広陵町の学校の概要及び給食の実施状況 

（２）学校給食の方式とメリット・デメリット 

（３）方式の組合せによる比較検討まとめ（総括表） 

（４）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 

（５）広陵町における方式別・学校組合せ別のケーススタディ（まとめ） 

（６）方式別の個別検討 

（７）方式別・学校組合せ別の整備スケジュール案の検討 

 

○事務局より資料の説明 （事務局） 

・第５回広陵町中学校給食運営委員会・資料  

[委員からの提案でＰ１～２については修正事項のみ説明] 

【1】広陵町の学校の概要及び給食の実施状況→給食施設の現状について追加 

【2】学校給食の方式とメリット・デメリット→親子方式を削除 

【4】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 

→元幼稚園用地の面積について前回誤りがあり訂正 

            これに伴い、給食センターの規模による建設可否を訂正 

【6-1】方式別の個別検討：自校方式の場合の個別検討 

 

○委員長：【6-1】について質問はないか。空き教室は、各校に何室あるのか。 

○事務局：今はありません。今後、生徒数の減少が見込まれることから、現在でなく、数年先の

ことを考えている。 

○委員長：数年先ではだめである。自校方式にしたときの空き教室について、どう想定している

のか。 

○事務局：センター方式の場合のランチルームは、学校側の空き教室の転用を想定しており、自

校方式もそれにあわせている。 

○委員長：平成 28 年に自校方式で建てるとした場合に、何室空いているのか。それが想定できな

ければ、このような計算はできないはずである。 
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○事務局：資料【5】に「計画の展開の可能性」と記載しているとおり、オープン当初から空き教

室をランチルームに転用することは考えていない。 

○委員：この表には最初にできるものが書かれているのではないのか。最初からできないものを

ここに書く必要があるのか。 

○委員：センター方式であればセンターの 2 階、自校であれば、給食室の 2 階にランチルームを

つくってほしい。 

○事務局：積算根拠としては、センターの２階は、見学スペース、職員控室、会議室等を想定し

ており、ランチルームは入れていない。 

○委員長：給食を食育の一環と考えた場合に、どちらが良いのかを私たちが判断する。その判断

材料として、ランチルームをつくる場合とつくらない場合と両方の資料を提出してほしい。 

○事務局：次回、提出する。 

○委員：広陵中学校の敷地整備費について、駐輪場整備を含め、前回は１億３千万円だったが、

今回は 1000 万円になっている。どういう計算になっているのか。 

○事務局：前回は、敷地整備費 1000 万円プラス駐輪場の整備費１億 2 千万円の計１億 3000 万円

を記載していた。今回は、別枠で記載している。駐輪場については、前回は２階建の整備を想

定していたが、今回は減った分を他の空き地で整備することとしており、1,800 万円となって

いる。 

○委員長：広陵中学校にはテニスコートが 2 面しかなく、コートの前で生徒が練習している。そ

こに自転車を出入りさせるのは、危ないのでは。 

○事務局：コートの中ではなく通路沿いの植栽を撤去し駐輪場に改修する計画である。 

○委員長：通路はテニス部の練習場になっている。 

○事務局：登下校は正面玄関からなので、現在も登下校時には自転車の生徒が通っている。 

○委員長：通行だけでなく出し入れをするのは危ないと思う。 

○委員：自転車の生徒は正門でなく裏から出入りしていると聞いている。委員長の言われるとお

りであり、先生方と相談されたのかどうかが気になる。 

○委員：先生方と相談して決めたのか、図面だけ見て計画したのか回答してほしい。 

○事務局：校長先生とは相談していない。町職員、コンサルが現場を確認して設定した。 

○委員：現場を確認したが、現状は厳しいと思う。 

○委員：「減価償却費はランニングコストではなかったため削除」とあるが、減価償却費について

も別枠で載せた方が良いかと思う。なぜ要らないのか説明してほしい。 

○委員：減価償却について説明いただきたい。 

○事務局：減価償却とは、建物、設備等の固定資産の取得原価を耐用年数にわたって費用として

配分することである。資金の流出を伴わない費用であることから、資料から外した。 

○委員：毎年必要になる費用だと思うので、枠外にでも載せておいた方が良いのではないか。 

〇委員：その分を積み立てていくのではないのか。 

○事務局：減価償却は、積立ではなく、初期費用を分散して割り振ることで、耐用年数に応じた

償却率が決まっている。企業会計の場合は、減価償却分を経費で落とし、費用が伴わないので、

その分を積み立てて、建替え、入れ替えのときの資金として運用していくこともある。役場の

場合は会計が異なっている。耐用年数や金額を参考としてあげることは可能である。 
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○委員：減価償却はこの会計にはあわないという捉え方か。 

○委員長：減価償却については、諮問されている事項の判断材料ではない。 

○委員：真美中の図面について、○○委員から意見はないか。 

○委員長：トラックの進入路としている斜面にはナンバンキセルという珍しい寄生植物が生えて

いる。自然破壊をして良いのかという問題もある。前回検討をお願いしたかつらぎの道の東側

のスロープがダメな理由を説明してほしい。 

○コンサル：通常の道路勾配は最大 12％、（約７度）であるが、汁物等の搬入を考慮して 8％で設

定している。また、かつらぎの道に並行してスロープを付けると、今より擁壁が高くなる。現

状のブロック積擁壁の基準は５ｍまでであるが、それ以上の高低差があるのでコンクリート擁

壁が必要となり、東側にせり出すことになる。スロープ延長もこの距離では若干足りない。こ

のため、北側からの斜面に沿ったスロープとしている。 

○委員：正門の左側の道を使うことはできないか。 

○委員長：自家用車や小さなトラックは通れるが、大きなトラックは通れないと思う。 

○委員：校長先生にお聞きしますが、真美中にはクロネコヤマトの宅急便などは来ないのか？ 

○委員：いいえ、宅急便も来ている。先日は、健診車も通れた。 

○事務局：給食の搬入車両が入れるかどうか精査する。 

○委員長：検討をお願いする。こちらから搬入できるのであれば、貴重な斜面をつぶさないでほ

しい。 

○委員：真美中の計画案について、新しい建物は既存の建物と廊下でつながっているのか。 

○事務局：１階でつながっている。２階以上へは既存のエレベータを使う。 

○委員：真美中は生徒数が減ると想定されるが、広陵中は、平尾、疋相など自転車での登校区域

に家がたくさん建っている。駐輪場の増設が必要かもしれない。空き教室はできないのではな

いか。 

○事務局：広陵中については、ミニ開発で人口が増えており、ここ数年は生徒数が増加する可能

性があるが、それも数年で落ち着くと思われる。全体的には少子高齢化が進行している。 

○委員長：教育委員会は、生徒数の推移を推定しているはずである。それを前提に検討していた

だきたい。 

○事務局：前回、0～14 歳の人口予測の資料を提示している。 

○事務局：西小校区では開発が進み、来年の１年生は人数が多い。東小校区はミニ開発で生徒数

が増えているが、何年か先にピークが来る予想である。北小校区では若干減少、真美ケ丘第２

小校区は 60～70 人単位で減少、第１小校区は開発で少し増えているが、開発がなくなれば減

少する。真美中は生徒が減っていく。広陵中は当面、空き教室は出ないと思う。 

○委員長：教育委員会では生徒数の推移を掌握していると思う。よろしくお願いする。 
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○事務局より資料の説明 （事務局） 

・第５回広陵町中学校給食運営委員会・資料  

【6-2】方式別の個別検討：センター方式の場合の「配膳受け渡し室」や「配膳室」の個

別検討 

 

○委員：牛乳は早い時間に配達されている。午前 11 時から 3 時まで配膳員が入ることになってい

るが、牛乳の受け渡しについてはどのように考えているのか。 

○事務局：牛乳の配達時間については把握していなかった。用務員が対応することも考えられる。 

 

○事務局より資料の説明 （事務局） 

・第５回広陵町中学校給食運営委員会・資料  

【6-3】方式別の個別検討：小学校（センター方式の場合） 

【6-4】センター方式の場合の給食センターの検討 

 

○委員：【6-4】の広陵中学校＋真美ケ丘中学校の数字のうち、人件費や修繕費などが前回の資料

の数字から変わっている。どうしてか。 

○事務局：人件費については、今回、センター長の人件費を加算した。修繕費については精査し

て変更した。 

○委員：センター長の人件費を 400 万円として計上しているが根拠はあるのか。大和郡山市、松

原市等では教育委員会と兼任であり、センター長としての人件費は発生していないそうである。 

○委員：大阪狭山市では教育委員会給食課課長が兼任しているそうである。広陵町ではセンター

長としての枠をとって給与を払うのか。 

○事務局：第４回ではセンター長の人件費を計上していなかったが、副委員長から指摘があった

ので今回計上した。 

○委員長：センター長は新たに雇うのでなく、職員が務めるのではないか。 

○事務局：センター長の人件費を給食特別会計と一般会計のどちらで負担するかであり、ここで

計上するのであれば一般会計の分が減ることになる。 

○委員：運搬車両について中学校で 1 台＋予備 1 台、小中及び幼小中で２台＋予備 1 台としてい

るが、以前、勤務していた王寺町では 400 人規模の１校への配送で大きなワゴン 2～３台が必

要であった。衛生基準で喫食の２時間以内に給食をつくる必要がある。１台に２校分載せられ

るのか、幼小中の場合、２台で何往復できるのかなど、気になるところである。 

○事務局：２ｔ車を想定している。給食センターの立地にもよるが、15 分以内のところにあると

考えている。２時間以内に配送できるという想定で資料をつくった。 

○委員：中学校のみのセンター方式と自校方式とでは、イニシャルコストもランニングコストも

自校方式の方が高くつくということか。 

○事務局：コスト面の比較であれば、【3】を見ていただきたい。 

 

○事務局より資料の説明 （事務局） 

・第５回広陵町中学校給食運営委員会・資料  
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【3】方式の組み合わせによる比較検討まとめ（総括表） 

→トータルコストは自校方式の方が若干安くなる。 

 

○委員：C の「中学・小学ともセンター方式」について、イニシャルコストが 15 億円となってい

る。太陽光発電、生ごみ処理機、非汚染作業区域の区分等も含めての費用なのか。 

○事務局：太陽光発電については計上していない。生ごみ処理機、アレルギー対応、非汚染作業

区域については含めている。 

○委員：関連して資料をつくってきた。みなさんにお配りして宜しいか。 

○委員長：見せて下さい。参考資料をつくっていただきありがとうございます。（配布） 

○委員：県に資料提供をお願いしたが、県では把握できないとのことだったので手分けで各セン

ターに電話をして作成した。香芝市と大和郡山市は建設中で金額は決定、葛城市はこの金額で

入札にかけるそうである。近江八幡市と松原市は実施済である。１食あたりの建設費をみると、

鉄骨平屋建てでランチルームもないのに、広陵町だけずば抜けて高くなっている。15 億円の根

拠について説明してほしい。 

ちなみにセンター長についてはこれから詰めていく香芝市を除き、教育委員会と兼務している

そうである。 

配送は、車両も含めて委託しており、8,000 食（現 6,200 食）の松原市では 8 台でまわしてい

るそうである。なぜ車両を自前で買おうと思ったのか。 

○委員長：即答が難しければ、回答は次回でも結構である。 

○委員：【3】B のイニシャルコストの根拠を教えてほしい。 

○事務局：B の中学校関係 153,800 千円については、【6-2】の両中学校の費用の合計である。 

○委員：【6-4】の 4,044,000 円との関係はどうか。 

○事務局：センター方式にすることにより、学校側の改善も必要になる。【6-4】と【6-2】との

合算が【3】のセンター方式の数値になる。資料については、もう少しわかりやすいものとす

る。 

 

○事務局より資料の説明 （事務局） 

・第５回広陵町中学校給食運営委員会・資料  

【7】方式別・学校組み合わせ別の整備スケジュール案の検討 

 

○委員：保護者は 1 日も早く給食を実施してほしいと思っている。前回、前々回の質問に対して、

どの方式であっても必ず 28 年 4 月に間に合わせるとの回答があった。ところが、この資料で

は、センター方式で中学校＋小学校、中学校＋小学校＋幼稚園の場合、29 年 4 月以降となって

いる。この場合、具体的に何年になるかはわからないのか。 

○事務局：小学校や幼稚園を含めたセンター方式とする場合は、かなり大きな面積が必要になり、

インフラ整備の関係で時間がかかる。これは町の持っている候補地で検討したものだが、方式

が決まり、大きな土地が必要となれば早期の実現を目指し土地を探し進めていきたい。それに

ついては、町長とも協議している。早期に方式を決めていただきたい。 

○委員：【3】では、センター候補地②③の元幼稚園用地が下水道未整備となっているのに【7】の



 
 

7 

 

下水道未整備の候補地には③が入っていないがなぜか。また、下水道整備が必要な地区につい

ては、整備にどれくらいの期間が必要なのか。 

○事務局：下水道整備は町で計画的に進めている。90％以上が整備済であり、未整備のところは

川を越えるなど条件的に難しいところである。元幼稚園跡地は低い土地であり、周辺の本管に

は接続できず、整備に費用もかかる。また、下水道の整備区域内に入れてからでないと整備で

きないので、庁内での協議が必要である。センター方式に決まればこの候補地以外も含め、好

条件の土地を探し検討したい。 

○委員長：③に関する質問について私から回答する。③は面積が狭いので単独ではありえず、②

と合わせた利用しか考えられない。 

○委員：「自校方式の良い所」の食育面に「炊飯のにおいなど生徒の五感に働きかける環境をつく

りやすい」と書いてある。これまでは委託炊飯だと聞いているが、自校での炊飯を考えている

のか。 

○事務局：資料の記載については、「炊飯」ではなく、「調理」の誤りである。炊飯については、

一般的には外部委託が多いと聞いている。広陵町でどうするかは決定していない。 

○委員：炊飯のにおいは良いと思う。センター方式にしろ、自校方式にしろ、炊飯の設備があれ

ば災害が起きたときに炊き出しができる。広陵町では自前で炊飯をしてほしい。奈良県では委

託が主だと聞いているが、米飯を委託するメリットはあるのか。 

○委員：現在、広陵町では月に２回程度、アルファ化米を使った炊飯を行っているが炊飯器で炊

くわけではない。運用次第だと思う。 

○委員：炊飯器を入れることが可能な場合、栄養士さんはどちらが良いと思うか。 

○委員：私の一存では何とも言えないが、やっていけるのであれば自分のところで炊くのに越し

たことはないとは思う。 

○事務局：県教委の○○委員はセンター方式と自校方式の両方を経験されている。その立場から

お話をいただきたい。委員長、宜しいか。 

○委員長：○○委員、宜しくお願いする。 

○委員：センター方式と自校方式について、経験をもとにお話しする。 

自校方式では、食育について、児童生徒や地域の実態をもとに、学級担任とともに教科や体験

学習と連携した指導ができる。その指導を学級担任が給食時間に深めていくこともできる。職

員朝礼や打合せの中で献立に触れることもできる。 

調理中のにおいに関連して、時間を有効に使える自校方式では、昆布でダシをとることやカレ

ーやシチューのルーをバターや小麦粉を炒めるところから作ることができる。その過程の調理

のにおいは、心地よいにおいとして子どもたちや教職員に伝わり、従事者の姿が子どもや職員

の目にとまる。 

適温給食についても、温かいおかずを温かく、冷たいおかずを冷たく提供することがしやすい。 

センター方式では、食育面ですべての学校で同じ水準の指導をすることができる。ただセンタ

ーから学校に行くと、ゲストティーチャーという立場からの指導になってしまう面がある。 

感謝の気持ちを育てるうえでも、調理員が動いている姿が、子どもや職員に伝わりにくい面が

ある。あってはならないことだが、異物が混入していた場合も職員の対応によっては食育につ

なげることが可能だが、給食センターの場合、顔が見えない関係なので学校からの叱りの言葉
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だけになってしまう。 

食物アレルギーについては、一定の基準を設けた対応はどちらの方式でもできるが、より細か

な対応ができるのは、保護者、子どもたちの顔がわかっている自校方式の方であった。 

センターの場合、温かいおかずと冷たいおかずを一つのコンテナに入れるので、保温保冷がし

にくかった。 

○委員：○○委員は大阪狭山市の話を聞かれていないが、前任の○○委員は、大阪狭山市の話を

聞いて、センターでも素晴らしいことができると感心されていた。大阪狭山では、5,000 食を

つくっているが、冷凍食品は、月１回のエビフライのみで、唐揚げなどはセンターで粉を付け

て揚げているそうである。広陵町では自校式でありながら、月に約 15 品の冷凍食品を使って

いると、○○栄養教諭から過去に聞いた。具体的には、冷凍シュウマイ、冷凍餃子、冷凍ハン

バーグ、冷凍魚フライなどである。釜が少ないので、調理時間を短縮するためにはそうせざる

を得ないのだと思う。手づくりについては、調理器具の入れ方と人員配置を考えればセンター

でもできるのではないか。自校ならカレールーやダシを一からつくれると言われたが、広陵町

ではそのような調理をしていない。大和郡山市のセンターでは、センターでダシをとると聞い

ている。 

自校では温かいものを温かく出せると言われたが、現状の広陵町では一つの釜を多用するため、

自校方式であっても熱いものを先に揚げて 1 時間後に出すというような状況だと思う。 

また、センターから行くとお客様扱いになると言われたが、狭山の先生は、調理実習でも学校

に赴かれ、その時には珍しいのか、子ども達が私の事を大歓迎してくれる。バイキング給食で

は調理員も一緒に教室に行かれ、とても歓迎してくれる。一方、広陵町の小学校では調理員と

直接話をする機会はない。大阪狭山市の栄養士は、学校に行くと子どもが喜ぶと言われていた。

この件に関しては、センターに見学に行くプログラムをつくればよいのかと思う。 

食物アレルギーについては、やる意思があればどちらの方式でもできると思う。センターが学

校から 15 分以内のところにあれば、保護者がそこに行って栄養士と話をすることもできる。 

食中毒についても自校方式の方が優れていると言われるが、広陵町では自校方式なのに起きた

ことがある。どちらの方式であれ、汚物が混ざらないようなシステムづくりを行えばよいので

はないか。 

○委員長：参考資料にも目を通していただきたい。 

 

〇その他 

・現場見学： 6 月 3 日（火） 松原市給食センター(試食可能) 7 名＋事務局 

※傍聴の方へお願い：委員宅への戸別訪問はやめていただきたい。 

・答申は、1 学期中、遅くとも 8 月には出したい。 

・第 6 回委員会：6 月 20 日（金）ＡＭ10：00～ 

・第 7 回委員会： 7 月７日（月）ＡＭ10：00～ 

 

５．閉会 

○副委員長挨拶 

以上 


