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第７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７月７日（月） 午前１０時００分～１２時１５分 

開催場所   さわやかホール ４階 中会議室 

出 席 者   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 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 

 （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、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 7回広陵町中学校給食運営委員会 次第 

第 7 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 

・方式の組合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 

別添資料１ 真美ケ丘中学校-進入路の比較検討案 

第 5 回広陵町中学校給食運営委員会 議事録（案） 
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第 6 回広陵町中学校給食運営委員会 議事録（案） 

（富雄南中学校視察のまとめ） 

 

１． 開会（事務局） 

・次第差し替えをお願い。 

・7 月 2日の富雄南中学校視察のまとめを配布した。 

 

２．委員長あいさつ（委員長） 

・ 判断材料が整ってきた。本日も忌憚ないご意見をお願いする。 

 

３．第５回運営委員会議事録（案）の再承認について 

・委員より指摘があった赤字部分の修正及び追加 

・P5 ○○委員の発言の「大きな車」を「大きなワゴン」に修正（委員からの指摘） 

・以上を修正のうえ承認する。 

 

４．第６回運営委員会議事録（案）の承認について 

・Ｐ8 事務局発言 栄養教師→栄養教諭に修正 

・Ｐ8 その他の○○委員発言 「前回の視察に参加できなかった。資料があればいただきたい。」

→「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」に修正（委員指摘） 

・Ｐ6 下から 5～６行目「設置は伴わない」→「移設の必要はない」に修正（委員指摘） 

・以上を修正のうえ承認する。 

・ランチルームに関する議論の流れと今回の資料の関係について委員より質疑あり。 

 

５．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７回広陵町中学校給食運営委員会・資料  

・委員からの質疑についての回答 

第６回委員会で、中学校でのランチルームについては指導上の問題点があるとの議論があり、

委員長よりランチルームがない場合の資料もほしいとの発言があった。それを受けて、中学

校でのランチルームがある場合とない場合の両パターンの資料を作成した。なお、センター

には中２階に多目的室兼ランチルームを入れている。 

 

○委員長：判断材料として資料化してもらった。これについてご指摘はないか。 

○委員：6-1～6-4 の調理室等の㎡単価について、250 千円/㎡、350 千円/㎡と異なる設定があ

る。算出方法についてご説明いただきたい。 

○事務局：配送受渡し室（+配膳室）は、工事が簡素化できるという意味合いで 250 千円/㎡、＋

ランチルームの場合は通常の給食室の建築単価 350 千円/㎡で計上している。 

○コンサル：主には壁、天井、床の仕上げの違いである。配送受渡し室は仕上げにお金をかける
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必要がないが、ランチルームは仕上げをよくする必要がある。 

○委員：センター方式で中学校にランチルームをつくらない場合は、駐輪場をつぶさなくてよい

のか。 

○事務局：その場合は、面積的に小規模でいけるので、現在の駐輪場をさわる必要はない。  

○委員：自校方式の場合は 現状を大きく変える必要があるが、センター方式の場合は現状を大き

く変えなくてよいと理解してよいか。 

○事務局：駐輪場についてはそうであるが、センター方式、自校方式とも真美ケ丘中学校の進入

路工事は必要になる。  

○委員長：ランチルーム設置については、この比較検討資料を参考にしていただきたい。 

 

（２）真美ケ丘中学校進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】真美ケ丘中学校進入路－比較検討案 

 

○委員長：質問はありますか。 

○委員：正門を使う場合、配達業者の車は通れても、コンテナトラックについては、コンテナが

重く、傾斜があると底を打つ場合があると聞いた。使う場合はプロによる検討をしてもらった

方がよい。個人的には畿央大学との間の道を使うのがよいのではないかと思う。自校かセンタ

ーかを決めるのが私たちの任務である。進入路については、誰よりも子どもたちの動線等をご

存知の先生方で相談していただいたらよいと思う。 

〇委員：子どもの安全が第一である。プラン１、２の場合、子どもたちの動線との交錯がある。

委員の提案だと生徒との交錯はない。先生方との協議は必要だと思う。 

○委員長：正門から入った場合の勾配は何％か。 

○事務局：今はわかりません。直線ではないので、勾配を確認しておきます。 

○委員長：それも書いていただかないと判断できないのでよろしくお願いする。 

○委員：校長の○○委員からみて、プラン１、２は厳しいということか。 

〇委員：自校方式とセンター方式とでは搬入時間が異なるが、配送の時間が登校時にあたる場合

が一番心配である。教室移動時の交錯については指導での対処もある程度可能である。 

○委員：校舎の中を通ることはせず、外を回るプランを優先的に考えたらよい。 

プラン１について、以前は渡り廊下の屋根をつぶす費用が入っていた。今回の資料に入ってい

ないのはなぜか。 

○コンサル：渡り廊下の屋根は、通行部分が高くなっており、つぶす必要はない。 

○委員：これまでの説明と違うのではないか。 

○事務局：渡り廊下には、車いすで体育館に上るスロープがある。現在は、乗用車がぎりぎり通

れる状況であるが、２ｔ車を通す場合は、スロープを移設する必要がある。それが渡り廊下の

改修費用である。 

○委員：前回は、屋根を撤去する費用だとの説明だった。 

○委員：屋根とは限定されなかったかもしれないが、屋根のイメージであった。 

○事務局：屋根のある渡り廊下の改修と申し上げたので、誤解が生じたのだと思う。申し訳ござ
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いません。 

○委員長： 8 月中に答申を出したい。そのために、次回には判断材料としてすっきりした資料を

出していただきたい。委員の皆さんには、方式のメリット、デメリットについて、抜け等があ

れば次回までに事務局に連絡していただきたい。 

○委員：食育面の自校方式のメリットとして「学校独自の給食メニュー等に取り組みやすい」と

あるが、富雄南中学校では、市の統一献立であるとのお話を聞いた。自校方式で学校独自でメ

ニューをつくっているところはあるのか。 

○委員長：広陵町の小学校の場合はどうか。 

○委員：統一献立であり、学校独自でのメニューづくりはしていない。自分の経験では、学校行

事等に伴う実施回数の違いによる単価の差をデザート等で調整したことはある。 

○副委員長：小学校給食と中学校給食の献立についてはどうか。 

○委員：以前の勤務地では小中統一献立であった。小学校中学年を基準に献立をつくり、中学校

は 1.3 倍としていた。ただ中学校の栄養価を保つのが難しく、小中統一献立の限界を感じてい

た。 

○副委員長：栄養士さんとしては別々が望ましいということか。 

○委員：直近に勤務した王寺町では、小学校、中学校の給食を別献立とし、それぞれ別の共同調

理場で運営していた。違う方がよりそれぞれの年代にあった献立ができると思う。味付けの面

でも小学校に合わせると中学生には物足りない味になる。 

○委員：３月まで奈良市におり、共通献立を作成した側である。中学校は小学校を基準にすると

栄養価がとりにくい。そのため、一品付けるなどして栄養価を合わせているが、それでも栄養

価をとるのが難しい。基準になるのが小学校中学年の味付けであるが、小学生の味付けと中学

生の味付けはぜんぜん違う。また、以前に勤務した給食センターでは小中学校を同じ給食室で

つくっていた。1.2 倍、1.3倍するだけでは中学生の栄養価はとれず、中学校にしわ寄せが出て

しまう状況であった。小学校、中学校は別々の献立がよいと自分の経験から思う。 

○委員：この委員会では中学校給食をどうするかを考えればよいと思っている。 

食育、調理衛生面等については、においの問題以外は自校方式もセンター方式もそんなに変わ

らないと思う。大きく変わるのは、施設整備費と先生の負担だと思う。全国的に教育現場での

先生の負担が問題になっている。また、富雄南中学校のように整然と配膳する姿は荒れた中学

校を知っている身からは違和感がある。衛生面から先生の検便が必要になるなど、自校方式で

は先生の負担が大きくなると思う。 

○委員：自校方式の施設整備面のデメリットとして、真美中は遊び場がなくなること、広陵中は

駐輪場をなくすことを加えていただきたい。 

富雄南中学校で担任の先生に話を聞いたところ、４階から取りに行き配膳も片づけも自分たち

でやる方式であり、それが終わるとすぐに次の授業になってしまうと言われていた。先生も子

どもも昼休みを楽しめるよう、どちらの方式であっても各階まで運んでほしい。 

○委員：奈良県では小中の統一献立が一般的なようであるが、メニューは一緒でも小学校と中学

校の味付けを変えるなど、工夫をもって中学校給食を開始してほしい。 

奈良市は統一献立であり、他の学校にコンベクションオーブンがないので、富雄南中学校の新

しい調理室にもコンベクションオーブンが導入されていないとのことだった。県栄養士の前委
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員からもコンベクションオーブンと急速冷却器の導入を各自治体にお願いしていると聞いてい

る。また、中学校独自の献立をつくるためにも新しい機械を導入されてはどうか。 

富雄南中学校では、食べる時間と教室の遠さに応じてラーメンのゆでる時間を調整しているそ

うだが、実際は、運ぶのに時間がかかり、遠い教室では配膳されている状態を見て少し麺が伸

びているように見受けられた。自校方式、センター方式にかかわらず配膳室が各階にあること

は重要だと思う。 

○副委員長：配膳室が各階にあればよいと思うが、お金の問題につながると思う。 

中学校給食に限って考えたらよいのではないかというご意見があったが、小中、幼少中のセン

ター方式もある。自校方式になった場合には小学校の問題点が残ってしまうことも懸念される。

器具の問題も入札の問題も町全体の予算にかかわってくる。その辺も加味して考え、意見をま

とめた方がよいと考える。 

学校給食をどうするのかが一番大事であるが、食育の議論を抜きにしたらもったいない。全国

調査でも朝食の欠食率が上がるのは高校である。小学校でやっている「早寝・早起き・朝ごは

ん」の取り組みを中学校でも継続することが大事である。食育は栄養士が中心になって学校全

体で行うことになると思うが、栄養士の先生の人数からして食育が十分にできているのかどう

か、給食と食育にかける割合がどうなっているのかが気になっている。調理員がやめたことも

いろいろなところに影響している。全体としてうまくいくように見ていかないといけない。 

○委員長：学校給食は教育の一環である。あらゆる場面を通じて食育に取り組んでいただきたい。

奈良県は学力テストでは、去年は 12 位、今年は 16位と頑張っているが、規範意識が突出して

低い。規範意識を高めるためにも食育は使えると思う。判断に当たっては、どちらの方式が食

育によいのかも考えてほしい。 

「早寝・早起き・朝ごはん」の取り組みは私が教育委員長のときに導入したのだが、現実には

難しいところがある。真美ケ丘中学で星空を見る会を年一回実施しているが、終わった後に塾

に行く子がいる。五位堂の駅では 11 時頃に塾帰りの子どもたちをたくさん見かける。そのよ

うな観点からも中学校で給食を実施するならば食育をやっていくべきである。人間は他の生命

をいただかないと生きていけない。食べ物を残すことはいただいた命を無駄にすることである。

「いただきます」「ごちそうさま」はそういう観点で発しているのである。食育にかかわって自

然を大事にする観点も重要である。 

小学生と違い中学生は自分のことがやれる年齢になっており、任せてよい部分もたくさんある。

先生方に負担がいかないような学校給食にしていただきたい。 

○委員：取るべき予算と取らなくてよい予算がある。昼休みの時間は短く、生徒が給食を給食室

に取りに行くしくみは、生徒も先生も負担が大きい。配膳員についての予算はぜひ取ってほし

い。狭山ではそこまで委託していた。 

事例では、献立をホームページにアップする仕事などは栄養士がやっている場合とそうでない

場合がある。広陵町では栄養士の本来の力が発揮できるように調整してほしい。 

余談だが、息子の小学校時代のアレルギー対応について、プリンの代替食を出してもらうこと

はできなかったが、プリンの回数を減らして全員ゼリーの日を増やしてもらえた。ゼリーの日

には福知君も食べられるからと他の子も喜んでくれたとのこと。素晴らしい食育の場をいただ

いたと思い、感謝している。 
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○委員：現場からの声として、各階の配膳室は費用がかかってもぜひぜひお願いしたい。 

食育に関して、本校の昇降口には子どもたちのつくった「早寝・早起き・朝ごはん」と書いた

大きな垂れ幕がかかっている。教育委員会からも食育を運営の柱にするようにとの指示をいた

だいており、平成 17 年頃から食育に一生懸命に取り組んでいる。具体的には、毎週木曜日の

弁当の時間に食育放送を流している。たくさんジュースを飲んでいる子や好き嫌いをしている

子がこれではまずいと思えるような内容である。校務分掌に年数回の食育推進委員会を入れて

いる。年に１回、自分でつくる弁当の日があり、子どもたちに真剣に考えてもらうだけでなく、

保護者とのキャッチボールをしている。給食であろうが弁当であろうが、センターであろうが

自校であろうが食育はできる。弁当だから食育はできないとうのはとんでもない話である。 

○委員長：学校は勉強だけをするところではない。集団で物事を行うことで教育効果が上がる。

先生を呼んで同窓会をするのも集団でやった喜びがたくさんあるからである。子どもたちに集

団の喜びを味わってほしい。 

○委員： この資料を最終的に町長や議員の方等がご覧になるのであれば、参考資料 1 について、

皆で見聞きした大阪狭山、松原、富雄南に差し替えていただけないですか。 みなさま、よろし

いでしょうか。 

○事務局：大阪狭山、松原、富雄南の分を資料に反映しますが、富田林市と海南市からホームペ

ージ等に載せる場合に市町村名は載せないでほしいと言われているため、資料が、公の場に出

る場合は、市町村名は明記しません。  

○委員：その点は大阪狭山、松原、富雄南に問い合わせていただきたい。 

○委員：町長が日本一の中学校給食を実施すると言われたので、委員を引き受けた。当初は、自

校式しか経験がなかったので、自校式でよいと思っていたが、狭山や松原のセンターの事例で、

太陽光発電や生ごみ処理機、貯水槽の設置、センターならではのアレルギー対応室、町民への

炊き出しもできる調理室などいろいろなことができることを知った。次回で決めるとのことだ

が、もっといろいろな事例を勉強して判断したい。 

○委員：食育に関しては、調理員と栄養士が重要であり、手厚く配置する必要がある。３年で人

員が変わることはネックになっている。また、調理員が足りないのにアレルギー専用調理員が

配置できるかどうかも気になる。調理員の民間委託等についても話し合っていきたい。 

自校方式で調理員を雇う場合やセンター方式で配膳員を雇う場合に、その方たちは車通勤にな

ると思う。学校やその周辺で駐車スペースが確保できるのかも気になる。 

○委員：教育長にお聞きするが、太陽光、生ごみ処理機、水使用量の少ない洗浄器など環境に配

慮した機器についてはどの程度をイメージしているか。 

○事務局：方式が決まった時点で、建物以外の部分についても考えていく。太陽光発電、生ごみ

処理、アレルギー対応等も含め、取り入れていく考えである。また、太陽光発電のほか、水の

貯えなど防災関係の機能も必要である。答申では方式を決めていただき、それ以外の部分は要

望ということになる。これらも踏まえ、実施設計段階での仕様書に取り入れていきたい。 

○委員：今日採択するのは早すぎるか。 

○委員長：メリット・デメリットをもう一度整理したうえで、判断したい。 

○委員：小学校の給食費が上がることになった。入札制度等も検討し、良いものを安く仕入れら

れるよう工夫してほしい。 
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○委員：小学校の給食委員会で全小学校の給食を試食して回った。学校により仕入れ先が異なり、

野菜も肉も質が違った。また、食材がよくなったわけではないのに給食費が上がったことが納

得できない。ましてや中学生は食べる量が増える分給食費が高くなるのではないか。どちらの

方式になっても、入札等を検討し、おいしく栄養のある給食にしていただきたい。 

○委員：コンサルにお聞きしたい。センターは一部２階建てになっているが、これはあくまで例

であり、総２階でもかまわないと考えてよいか。 

○コンサル：機器を２階に上げるのは難しい。建物として総２階にすることは可能だが、必要な

部屋の面積からみて一部２階で十分である。  

○委員：了解した。 

センターに調理室があっても良いのではないか。松原では食育のイベントで調理室を使ってい

る。入札時の試しの調理に使っている都市もあると聞いている。 

次回に答申を出した後はどうなるのか。９月の議会に別の意見が出た場合は振出しに戻るのか。 

○事務局：議会においても中学校給食の特別委員会で検討している。運営委員会と議会の結果を

いただいたうえで、町長が結論を出す。 

○委員：議会で予算が承認されないこともあるのか。 

○事務局：実施設計の段階で中身を詰めなければならない。補助金の関係もある。最終的には議

会に予算を提出し、承認を得る必要があるが、事前に協議等もしながら、スムーズにいくよう

に進めていくということでご理解いただきたい。  

○委員長：町長の言うように日本一の給食を目指し、大阪狭山市のようなきめ細かな委員会を立

ち上げてもらえるよう要望を出したい。 

○委員：だいたい議論は出尽くしている。早めに答申が出れば議会にも声がかけられる。委員長

として、どのようなゴールを目指しているのか教えていただきたい。 

○委員長：基本は、学校教育として給食をとらえたい。香芝市の検討委員会の資料を見ると食育

だけを考えれば学校方式しかないが、できるかどうかを検討した結果、１校で建物が建たない

のでセンター方式にしたとのことである。センター方式も従来と比べれば教育的に考慮される

ようになったと思うが、松原市のセンターをみると、教育ではなく、ものづくりの工場であっ

た。広陵町は２校なのでそこまでのことはないと思うが、可能であれば自校方式がよいと思う。 

○委員：委員長の意見はわかった。次の会議はどのような形で仕切るのか。  

○委員長：最終的には多数決になる。 

○委員：次は個々の意見を持ち寄って決めるということか。それはいつ頃か。 

○委員長：７月末までには行いたい。次回の内容で答申案を作成してもらい、その次に確認して、

答申という段取りを考えている。事務局は次回にわかりやすい判断材料を示してほしい。 

○副委員長：次回は、調理室を入れた資料をつくってください。 

 

〇その他 

・次回資料について、自校方式の場合のランチルームは「なし」とする。 

・第８回委員会： 7 月 16 日（水）13：30～ 

（第８回会議以降に各委員が意見のメモを作成、それをもとに事務局にて答申案を作成） 

・最終承認、答申：８月 11 日（月）13：30～ 
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６．閉会 

○副委員長挨拶 

以上 


