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第６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６月２０日（金） 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 12 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 

 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） 

 広陵北小学校区 堀口真寿美 

 保護者 福知 多枝 

 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、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 

（欠席） 

中川教育総務課課長補佐 

コンサルタント 株式会社 かんこう 東、大倉 

     

配付資料   第６回広陵町中学校給食運営委員会 次第 

第６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・学校組み合わせ別のケーススタディ（まとめ） 

・方式別の個別検討 

・方式別・学校組み合わ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 
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別添資料１ 真美ケ丘中学校-侵入路の比較検討案 

別添資料２ 広陵中学校・駐輪場整備の検討案 

別添資料３ 給食センターの建設費の比較について 

第４回広陵町中学校給食運営委員会 議事録（案） 

第５回広陵町中学校給食運営委員会 議事録（案） 

香芝市の中学校給食に関する新聞切り抜き（菅野委員長より） 

１食あたりの建設費費用の比較（修正版）（福知委員より） 

 

１． 開会（事務局） 

・コンサルによる写真撮影について了承 

 

２．委員長あいさつ（委員長） 

・ 先日松原市の給食センターを見学した。大阪狭山市の話も聞いたが、センターにはそれぞれ特色

があり、勉強になった。松原市では調理員の半分以上が男子で驚いた。 

・ 参考資料にあるように、香芝市長が 2015 年に中学校給食を実施したいと述べたとの新聞報道が

あった。委員会からの答申を受けて、センター方式で行うそうである。ホームページに委員会の

記録が載っている。しっかり議論されているので、参考にしてもらえばと思う。 

 

３．第４回、第 5 回運営委員会議事録（案）の承認について 

〇第４回議事録（案）について 

・途中退席の委員については、出席扱いとするが、途中退席の旨、横に括弧書きで表示する。 

（委員からの指摘） 

・上記修正のうえ、承認する。 

〇第５回議事録（案）について 

・P5 下から 4 つ目の委員の発言について、「大きな車 2～3 台」→「ワゴン２～3台」に修正（委

員からの指摘） 

・上記修正のうえ、承認する。 

○委員からの伝言（○○委員による代読） 

 ＜委員の皆さまへ＞ 

今日の委員会は親族の告別式のため、申し訳ないが欠席させていただく。 

前回の委員会での私の発言について少し誤解を招く表現があったと反省し補足をさせて下さ

い。○○様に対する私の発言について、私は決して自校方式を否定するわけでもセンターの方

が素晴らしいと思っているわけでもない。今まで保護者の方々が、広陵町の小学校はせっかく

自校式なのに、調理員との出会いがない、冷凍食品が多い、入札制度をとっていないから高く

買わされていると言うのをさんざん耳にしてきた。○○様のご発言について、帰宅後何度も考

えた。○○様の言われるご飯の炊けるにおいや鰹節からとるだしのよい香りが校舎中に充満す

るような給食であるならば、調理員と子どもたちがふれあえる機会がたくさんある自校式給食

ならどんなに素晴らしいものかと私も思う。副委員長も幼少期の味覚が子どもに与える影響が

大きいと言われている。働いている人が食べている生徒から見えて、お盆を返すときにごちそ
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うさまと言える位置につくり手がいたら素晴らしい食育だと思う。ただ建物が学校の敷地にあ

るだけで、調理員とのふれあいがなく、冷凍食品に頼らざるを得ないのであれば、子どもたち

の遊ぶ敷地をなくしてまで自校にする必要がないと思われる。今まで皆で考えた自校、センタ

ーのメリット、デメリットについては、どちらであれ、良い給食をつくりたいという思いがあ

ればカバーできると思う。調理員との出会いは狭山のようなセンターでも可能であり、野菜の

入札制度は自校でもできるはずである。どうか狭山や松原に追いつき、追い越せの給食をつく

って下さい。人にやさしい広陵町の教育委員会の皆さまなら素晴らしいものをつくっていただ

けると信じている。 

○委員長：第 5回議事録 P7 の○○委員の説明に関しての話である。真剣に書いていただいたこと

がよくわかった。 

 

４．議事 

（１）ランチルーム設置について 

○事務局より資料の説明 （事務局） 

・第６回広陵町中学校給食運営委員会・資料  

 

○委員長：資料の 3ページについてご質問があればお願いする。 

○委員：議会を傍聴したときに、香芝市のセンター給食に広陵町を組み入れる話が出ていると聞

いた。香芝市と合同のセンターの話の確率はどれくらいか。それがあるなら、ここで議論をす

る意義がなくなる。その辺をご説明願いたい。 

○事務局：香芝市は来年度に中学校給食を導入することとしている。以前、香芝市長から広陵町

長に一緒にどうかという話があったのは事実である。その件で、私も香芝市の教育長と打合せ

をした。5 月中に返事がほしいとのことであったが、この委員会の結論が出ないと返事できな

いため、香芝市は単独のセンターで 6月議会に出している。この委員会での結果が出てから合

同でとお願いすることになれば、香芝市に迷惑がかかると思う。 

○委員：この委員会が仮にセンター方式に決定した場合は、香芝市との合同の話にのるのか。そ

の話はなしにして、ここで出た結論に従って前に進めるのか。 

○事務局：運営委員会の答申後は、トップとの話になる。今のところは断言できない。 

○委員：センター方式との答申が出た場合、教育長自身は、香芝市でやってもよいという考えか。

また、今日の資料は、自校方式で考えてほしいとの意図が見えるように思う。 

○事務局：従来から広陵町の中でのセンター方式、自校方式ということで進んできた。その中で、

トップ同士でそういう話があったが、香芝市では 6 月議会で決定している。そこに広陵町が入

っていく場合は、クリアすべき問題がいろいろあり、香芝市の導入時期に間に合わなくなる。

はっきりとはお答えできないが、私としては、かなり難しいのではないかと思う。  

○委員長：私も香芝市の教育長と話をしたが、広陵町と合同で行うことは考えていないようであ

った。導入の日程については市長が選挙公約で謳っており、一緒に行うとなればそれに間に合

わないので、難しいのではないかとのことである。トップ間での話はあったかもしれないが、

私たちは、広陵町で行うということで議論を進めたい。 

○委員：センター方式の場合に、各校１階の配膳室、配送受渡し室の横にランチルームとしてい
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るが、意図を教えてほしい。○○委員からはセンター方式であっても自校方式であっても２階

にランチルームを設置した場合の算定表をお願いしていたと思う。また、保護者としては、セ

ンター方式の場合は、センターの見学後に試食するスペースとしてのランチルームを意図して

いる。 

○事務局：自校方式では学校にランチルームがある形としている。センター方式では、センター

の２階の見学部分とランチルームにも使える多目的室及び学校のランチルームの両方を計上し

ている。 

○委員：センターの場合も、学校の配膳室の横にランチルームをつくったのはなぜか。 

○事務局：学校のランチルームは試食ではなく、１学年、あるいは何クラスかで一緒に食事をと

れるスペースと考えている。センターまで行って食べるのではなく、自校方式と同様に学校に

あった方が便利だと考えた。 

○委員：３ページの B-1 をみると、ランチルームの有無で費用の差が３億円くらいある。この金

額は一般的に見てどうなのか。  

○事務局：6-1 にあるように、今回は２校の床面積を平屋としていた前回資料の２倍としている。

㎡単価 35 万円で計算し、２校分を足すと前回との差が３億円程になる。 

○委員：㎡単価 35万円は標準的な値か。  

〇事務局：そうである。 

○委員長：大阪狭山市では、センターで市民が学校給食を食べる機会を設けていたが、ここでは

そういうことも可能なのか。 

○事務局：可能である。 

○委員：１学年で食べることにメリットはあるのか。小学校では多学年で食べる多学年交流を行

っている。 

○事務局：１学年ではなく、130 人、２クラス程度を想定している。 

○委員：B-2 の中学親子方式＋小学校自校方式について、現在の駐輪場がなくなることが気にな

っている。広陵中学校の周辺で新しい駐輪場の用地確保は可能なのか。 

○委員長：親子方式については、以前に検討の結果、考えないことにしたのではないか。 

○委員：なぜこの案を載せたのか。 

○事務局：ランチルームの関係で数字も変わってきた。市街化調整区域の広陵中学校は親子方式

の「親」とすることが可能であり、参考として載せた。駐輪場の問題は残る。 

○委員長：B-2 は参考資料扱いである。学校給食とは関係ないが、広陵中にはテニスコートが 2

面しかなく、県道側の用地を買収して広げてほしいという話もあるように聞いている。 

５ページについて質問はないか。 

○委員：中学校の校長先生にお聞きしたい。広陵中では駐輪場、真美中では車両進入路の問題が

ある。現状を変えてまでランチルームをつくりたいのかどうか。そこまでして自校方式にした

いのか。どうお考えか。保護者や学校側の意見が反映されていないようで残念に思う。 

○委員長：答えにくいと思うが、私も先生方がどう思っておられるのかを知りたい。香芝市の資

料をみると、委員会を立ち上げた段階で、先生方にアンケート調査をしている。先生方の思い

について、わかる範囲でお答えいただければと思う。 

○委員：非常に発言しにくい会議だと思う。私は、この委員会ができる前に、教育委員会主催の
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給食懇話会に委員として２年間参加した。先進事例の視察もし、いろいろな意見をたたかわせ

て、最終的にデリバリー方式がよいという答申を出した。この委員会はデリバリー方式が駄目

だとの前提でスタートしたと思う。懇話会ではいろいろな思い、食育の話などもしたが、過去

のことは何だったのだろう、何を言っても意味がないのではないかと思う。 

広陵中学校の校長として中学生の代弁をしなければいけないと思うが、中学生からは、クーラ

ーがほしいという話ばかりで給食の話はいっさい聞いていない。 

給食に関しては、学校長として、教育委員会の指示に従うことが当然であるが、思いとしては、

センターであれ、自校であれ、生徒の安全が第一であり、できたら今までの広さを確保したい

と思う。給食がスタートする平成 28 年には全学年が 5 クラスになり、1 クラス増で今の駐輪

場では足りなくなる。駐輪場が 2、3 階建になった場合に中学生が 2、3階を利用するかどうか、

職員の車を上に上げるとしてできるかどうか、現在の堤防からの進入路がどうなるか、東校区、

北校区の子どもが職員の車とぶつからないかなど、自問自答の毎日である。 

広陵東小学校に勤務したことがあるが、ランチルームについて、PTAの会議等には使われてい

たが、ランチルームとして機能した回数は少なかった。ランチルームは食育の香りがする部屋

でなければいけないという思いがあるが、学校にランチルームがあっても何回使うのかという

のが正直なところである。また、少ない人数の方が指導しやすく、大勢集めれば集めるほど教

師にとって苦痛になると思う。 

〇委員：自校方式かセンター方式かについては、この委員会で決めたことに従おうと思っている。

個人的な思いはあるが、これまでの経緯を聞くと、それを伝えてどうなるのかと思う。 

いろいろな学校に勤務した経験から、ランチルームは小規模校で全員が集まって調理員さんの

顔が見える中で食べてこそ有効だと思う。2 クラス程度が集まるようなランチルームは活用し

にくいのではないか。 

○委員長：ありがとうございました。 

 

（２）真美ケ丘中学校侵入路の比較検討について 

○事務局より資料の説明 （事務局） 

・【別添資料 1】真美ケ丘中学校侵入路―比較検討案 

 

○委員長：質問があればお願いする。 

○委員：仮設費・管理費等について、詳しく書いてほしい。 

○コンサル：工事に係る経費で撤去費等も含まれている。概算で工事費の 100％を計上している。 

○委員長：仮設費・管理費とは何か。 

○コンサル：工事に係る仮設のフェンス等の設置費や工事管理の人件費、既存施設の撤去費、車

両運搬費等を計上している。通常はそれぞれ工事費の何％という形で計上される。今回は概算

であり、すべて合算して 100％とした。 

○委員：プラン２について、工事車両進入経路の確保が必要と言われたが、その分の費用は発生

しないのか。 

○事務局：仮設道路に係る費用は計上していない。 

○委員：プラン１の費用はどうか。 
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○事務局：プラン１は体育館の車いす用のスロープを改修する費用である。 

○委員：プラン２について、生徒と車両の動線交差が発生する時間帯はいつか。 

○事務局：食器等の搬入と回収時である。休み時間と重なれば、教室を移動する生徒や運動場に

出る生徒との動線交差が発生する可能性がある。 

○委員：それは、指導の仕方で解決できるのではないか。費用がかからないのには魅力がある。 

○委員長：工事のときのフェンス等は必要であり、ゼロはあり得ない。 

○事務局：工事用の仮設道路については、図面、金額とも表記していない。 

○委員長：仮設費・管理費とあるではないか。 

○事務局：プラン１に関しては工事通路を確保するため渡り廊下を改修する必要があり、その工

事に必要な仮設費・管理費という意味である。 

○委員：プラン１～6 について、この金額以外に工事車両を通すためのお金がかかるということ

か。 

○事務局：1～6 の中で工事車両が通れない通路はプラン１と２である。工事車両の進入路につい

ては、検討が必要であり、ここには載せていない。 

○委員長：同じ条件を並べないと比較できない。工事車両の進入路についても考慮した資料にし

ていただきたい。 

 

（３）広陵中学校駐輪場整備について 

○事務局より資料の説明 （事務局） 

・【別添資料２】広陵中学校侵入路―比較検討案 

 

○委員長：生徒増が見込まれているが、それは見越しているのか。 

○事務局：現状は、西側の列が来客用となっている。その分を使っており、来客者の分までは確

保していない。それ以外は確保できると考えている。 

○委員長：向かいに町の体育館と公民館があるので、生徒以外はそこに停めてもらうことはでき

る。生徒数分が確保されるのなら、これでもよいと思う。 

○委員：駐輪場の整備に 2,000 万円もかかるのか。 

○委員：工事中、生徒はすべて正面玄関を回ることになるのか。 

○事務局：現在使っている東門と正門以外に駐輪場側に北門があり、そこを利用することが可能

かと思う。工事期間は夏休み等を考えている。 

○委員：自校方式の場合は 2,200 万円かかるという計算か。 

○事務局：自校方式の場合と、センター方式でランチルームを学校につくる場合は、駐輪場の工

事が必要になる。第 5回資料のようなセンター方式で配膳室のみの場合は駐輪場移設の必要は

ない。 

○委員：学校のランチルームについて、つくっても機能しないのであれば、不要だと考える。 

○事務局：ランチルームを含めた金額について、知りたいとの意見があったので、検討材料とし

て示した。工事する場合は、生徒の安全対策を図るとともに、学校と協議し、授業に影響を及

ぼさない形で進めていきたい。 

○委員：○○委員がランチルームを設置した場合の金額を知りたいと言われたのは、ランチルー
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ムをセンターだけに設けると、自校式の方が安く見えるので、同じ条件で比べたいという意図

であり、配膳室のところにランチルームがほしいという意味ではなかったと思う。校長先生の

お話もお聞きし、各中学校にランチルームをつくる必要はないと感じた。 

○副委員長：栄養士の先生からもランチルームに関するご意見をいただきたい。 

○委員：小学校の幼い学年には指導効果があると思うが、大勢集めるとかえって指導しにくいと

いうこともある。ランチルームを多目的室のように活用するのは望ましくない。ランチルーム

は食事専用の場、食事について学べる、友達や教職員と共食できる場として考えなければいけ

ない。教室で勉強していた机でなく、違った環境で食事をいただく観点も大切だが、たくさん

の子どもたちを一堂に集める問題点やランチルームの大きさのことなど、検討課題はたくさん

ある。私の経験では、空教室を利用してランチルームをつくったことがある。違った場所で楽

しく共食するという意味ではランチルームは必要だと思う。毎日活用できるのであれば意義が

あるが、兼用では問題もある。 

○委員：中学校に長く勤務したが、ランチルームのある学校はなかった。1,000 人の大規模校に勤

務していたので、大勢を集めると大変だということもわかる。学校が落ち着いているときは、

クラスで食べさせることがうまくいくが、しんどい状況になってくるとクラス単位でも指導が

難しくなる。○○委員が言われたように、食べる場所を変えるのは重要だと思うが、現状を考

えると大変だと実感している。 

○委員長：小学校のランチルームと中学校のランチルームの役割の違いもある。中学校だと大勢

になると生徒指導の面で問題点が出てくるというご指摘があった。最終的な結論はまだだが、

中学校でのランチルームは考えなくても良いのではないかという流れであり、ランチルームが

ない場合の資料もつくっていただきたい。 

○委員：センター方式の場合、センター2階のランチルームは必ずほしい。 

○委員長：今言ったのは、自校方式の場合の各学校でのランチルームの話である。 

○事務局：全体的な費用の話をしてきたが、国の補助金がどのくらいつくかも問題になる。奈良

市では 5 割つくはずの補助金がつかず苦慮されている。葛城市、香芝市もセンター方式にする

に当たって国に陳情に行っている。今後、補助金についても示し、最終の検討をしていただき

たい。 

 

（４）給食センターの建設費の比較について 

○事務局より資料の説明 （コンサル） 

・【別添資料３】給食センターの建設費の比較について 

 

○委員長：質問があればお願いする。 

○委員：視察に行った松原市は、最新機器を使っていて 20.2 万円/食である。広陵町は 32.2 万円

/食であるが、奈良だから高いのか。 

○コンサル：他の自治体は競争入札の結果である。松原市の見積想定額はわからないが、業者が

安く応札したのではないか。広陵町での実際の費用も入札次第で変わってくる。 

○委員：松原市では設備に関して踏み込んだ資料をつくっていたが、広陵町ではどういった設備

水準を想定しているのか。単に調理ができるだけであれば安くできる。水準を示して入札しな
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いと中身が伴わないと思う。 

〇事務局：最新状況を把握したうえでそれに見合う仕様で入札にかける方向である。建物と機器

を一緒に入札するか別々に入札するかは現時点では決まっていない。 

機器整備費についてメーカーに確認すると、釜は 6 割程度を使用する勘定で設置するそうであ

る。センター方式の機器設備費はその 6割を使用する考え方で計上しており、10 割で計算すれ

ば松原市の単価に近づくのではないかと思う。 

○委員：松原市では、建築と設備のパイオニアがそれぞれ異なることから、建築と設備を別に入

札したとの話である。建築、設備込みだと設備にしわ寄せがくるとも言われていた。できれば

分けて入札するようお願いする。 

 

〇その他 

○委員長：その他、何かあるか。 

○委員：前回の視察に参加できなかったので、報告をいただきたい。 

○事務局：当日の資料を用意し、欠席委員にお送りする。 

○委員：自校方式とセンター方式（中学校のみ）だけが、平成 28 年度の給食開始になっている。

自校方式の魅力を示すのでなく、28 年 4月に始めようとすれば自校方式しかないというような

資料になっているのが残念である。 

小学校では給食費が 400 円アップになる。狭山のセンターの給食費は 4,000 円未満であった。

給食費については、自校方式よりセンター方式の方が安いのかと思う。 

○委員：国からの補助金はセンター方式と自校方式とで違いがあるのか。 

○事務局：その件は県とも協議させてもらいたい。 

○委員長：日程はあまり気にせず、どの方式が良いのかを検討したい。 

○副委員長：皆さまの意見を聞くと、今の小学校の給食について問題を感じているようである。

自校方式になった場合に、小学校の給食が今のままでは問題が残る。機械を入れることによっ

てメニューが改善されるのか、入札に変えることによって給食費の問題がクリアできるのかな

ど、自校方式でいく場合に、すべきことについての視点が欠落しているように思う。 

当初、調理員さんが 3 月にたくさんやめるという話があった。センター方式になった場合に、

それが解決できるのかという問題もある。その辺も内容に入れていただきたい。 

○委員長：ご指摘のとおりである。先だって、教育長より、自校方式の場合、現在の小学校の施

設の見直しもしていきたいとご発言いただいている。 

自校方式についても見学を行うよう、事務局にお願いしている。 

○事務局：自校方式で中学校給食を実施して 1 年が経過する中学校が奈良市に 2 校ある。このう

ち、富雄南中学校の校長にお願いしている。規模は約 600 食、栄養教諭もおり、試食もできる。 

○委員長：1 学期中には結論を出したい。できれば 7 月 7 日の次回委員会までに実施したい。7

月 2 日、7 月 7日で調整してほしい。 

○事務局：調整する。 

〇事務局：○○委員よりの資料として、委員が調べた事項のまとめ及び「その他給食にかかわる

重要事項（案）」を配布している。 

○委員長：事前に相談され、参考資料として配布することとした。 
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〇委員：資料に戻るが、センター方式の方が光熱費、人件費とも自校方式よりも高くなっている

のはなぜか。別々につくる方が人数も多く、光熱費も高くなるように思う。 

○コンサル：センター方式にする場合は、受け側のそれぞれの中学校にも施設を整備する必要が

あり、その費用が計上される。また、配送に係る車両費、人件費が計上されることによりラン

ニングコストも高くなる。 

 

・自校方式見学会：7月２日（月）または 7月７日（水）で調整 

・第 7 回委員会： 7 月７日（月）ＡＭ10：00～ 

 

５．閉会 

○副委員長挨拶 

以上 

 


