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第８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１６日（水） 午後１時３０分～４時００分 

開催場所   さわやかホール ４階 中会議室 

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） 

 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 

広陵中学校 濱野 直美 

 真美ヶ丘中学校 福本嘉代子 

 （欠席委員） 

 奈良県教育委員会 保健体育課 主査 上村 庸江 

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、橋本教育課課長補佐 

コンサルタント 株式会社 かんこう 東 

     

配付資料   第８回広陵町中学校給食運営委員会 次第 

第８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 

別添資料１ 真美ケ丘中学校-進入路の比較検討案 

第７回広陵町中学校給食運営委員会 議事録（案） 



 
 

2 

 

香芝市中学校給食実施検討委員会資料より各方式による比較（委員長配布） 

 

１． 開会（事務局） 

 

２．委員長あいさつ（委員長） 

・ 大詰め近くになっている。本日もよろしくお願いする。 

 

３．第７回運営委員会議事録（案）の承認について 

・P3 ○○委員の発言「進入路については、子どもたちの動線を」→「進入路については、誰よ

りも子どもたちの動線を」に修正（委員からの指摘） 

・P3 ○○委員の発言「先生方に相談して決めたらよいと思う。」→「先生方で相談していただい

たらよいと思う。」に修正（委員からの指摘） 

・P3 委員長「正門から入った勾配は何％か。」の後に、事務局「いまはわかりません。」を追加、

それを受けて委員長が「それも書いていただかないと～」と発言（委員からの指摘） 

・P4 ○○委員発言「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。」の後の一文

について、「県栄養士の前委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。」と修正（委員からの指摘） 

・P5 2 行目○○委員発言「遠い教室では」の後に「配膳されている状態を見て」を追加（委員

からの指摘）  

・P5 副委員長発言の下から 3 行目「先生の人数」→「栄養士の先生の人数」に修正（副委員長

からの指摘） 

・P5 ○○委員発言「取るべき予算と取らなくていい予算がある。」の後に「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。」を追加（委員からの

指摘） 

・P6 ○○委員発言「参考資料１の発言について」→「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。」に修正（委員からの指摘） 

・P7 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」を追加（委員からの指摘） 

・以上を修正のうえ承認する。 

○真美ケ丘中学校進入路の件で委員より指摘 

・委員：第 7 回の議事録 P3 の渡り廊下の屋根についてのやりとりについて、第 6 回の議事録で事

務局が「プラン１は渡り廊下の屋根を撤去する費用である。」と発言している。そのときはコン

サルが間違いを指摘していないのに、第 7回では屋根をつぶす必要はないと補足説明をしてい

る。コンサルは現場を知らずに資料を作成したのか。 

・コンサル：第 6 回は発言を求められなかったのでコメントしなかった。フォローすべきであっ

た。第 7 回は発言を求められたので回答した。第 6 回の資料は現状を見て作成している。 

・委員：コンサルには責任を持って事務局をリードする姿勢が求められる。 

・委員長：事務局とコンサルが連携して正確な情報を伝えていただくよう、お願いする。 
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４．審議事項について 

○委員長：いきなり多数決をとるのでなく、全員が納得して答申できるような結論に持っていき

たい。そのためにはいくつか判断をしていただく必要がある。自校方式の場合は自校のランチ

ルームはいらない、センター方式の場合は、センターにランチルームと調理のできる部屋をつ

くる、真美ケ丘中の進入路をどうするか、広陵中は自転車置場をつぶさない案とするなど、一

つひとつの条件を決めていきたい。  

 

○事務局より資料の説明 （事務局） 

・第８回広陵町中学校給食運営委員会・資料（前回資料からの修正点）  

P2：委員会での意見、事務局での精査を踏まえ修正（見え消しでの削除と赤字の追加） 

P6-1、6-2：真美ケ丘中の進入路、擁壁整備費について、プラン３でなくプラン６で計上 

P6-4：2 階に調理実習室を追加 

参考１：事例を大阪狭山市、松原市、奈良富雄南中学校に変更 

 

○委員：学校給食の方式のメリット・デメリットの修正内容については、委員会でのこれまでの

意見を踏まえたものか。事務局で追加した事項はないか。 

○事務局：委員会での意見を踏まえ変更している部分と事務局で追加訂正した部分がある。以前

の資料からの変更、追加がわかるようにしている。 

○委員：メリット・デメリットについては、自校方式にしてもセンター方式にしても大して変わ

らない。大きく違うのは自校方式だと校舎内に「におい」があることであり、それをメリット

とみるか、デメリットとみるかは、考え方次第である。 

食育面のデメリットについて、自校方式は「学校間での差異が出る可能性がある」、センター

方式は「学校独自でのメニュー作りには取り組みにくい」とあるが、これもやり方次第である。 

調理・衛生面のセンター方式のメリットに「大規模調理場ならではの」とあるが、広陵は 1,200

食程度であり、どうかと思う。 

ここには、書かれていないが、学校の先生に対する負担を減らす方法は考えた方がよい。 

○委員：前回、「学校独自でのメニュー作り」をしている学校があるかを尋ねたが、特に回答はな

く、○○委員より、学校行事での食数の変更はしているとの発言があった。奈良県内で独自の

メニュー作りをしている学校がないのであれば、食育面、自校方式のメリットとして載せる必

要はないと思う。 

また、食数の変更や味付けの変更については、センター方式でも対応できる。「学校行事での

食数の変更」を体制面、自校方式のメリットとして載せる必要はないと思う。 

○委員長：答申の中には、たとえば、給食に係るきめ細かな委員会の設置など、たくさんの要望

を入れなければいけない。ここにメリットとして載せるのであれば、美味しい給食を提供する

ためにそのようにしてほしいとお願いしたい。 

町長の言われる「日本一の給食」になるよう、食育については、栄養士だけでなく、学校の先

生方にもしっかりと関わっていただきたい。和食が世界遺産になったが、ごはん食を増やして

いただきたいし、日本食のマナーについても教えるべきである。以前に勤務した高校では、3
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年生になると奈良ホテルにフランス料理のマナーの研修に行った。日本食についても、嫌い箸

などのマナーを教えるべきである。きめ細かな指導をするためには、栄養士だけでは足りない。

ゆとり教育を受けた人たちが先生になっており、先生方もマナーを知らないと思うので、一緒

に学んでいただきたい。 

よい給食にしていけるよう、要望事項についてもご提言いただきたい。 

○委員：体制面、自校方式のデメリットの「調理員が少ないため、休暇取得が難しく代替要員の

確保が必要」のところはなぜ削除したのか。これは、小学校でも問題になっていることである。 

○事務局：現在の小学校の給食の体制はこういう状態であるが、今後は、こういうことがあって

はならない。今後、こういうことのないように確保するとの考えのもとに削除した。 

○委員：長年にわたり、調理員の欠員が出て大変だとの話を聞いてきた。改善するとの宣言はう

れしいが、消すのは改善された後にして、今は現状のデメリットがわかるように載せておいた

らいかがか。 

○委員長：皆さん方、いかがか。 

〇委員：現在のデメリットとしては載っているべきだと思う。 

食育面の「学校独自の給食メニュー等」について、目標としてはよいが、実現不可能だと思う。

学校独自の食育であれば意味が分かる。「等」は入っているが、できることを書いていただきた

い。 

○副委員長：他の市町村では、郷土食を入れている例があると聞いている。それは無理か。 

○委員：単独の調理場であれば、各校別のメニューも無理な話ではないと考えている。物資購入

方法の制約や同じ給食費で内容が違うことについての問題等をクリアできれば、やっていける

のではないかと思う。 

〇委員：自校方式であれば、各校の給食費も変えて、メニューも別立てというのが理想であり、

それができるかもしれないと受けとめてよろしいか。 

○委員：すべての日ではなく、学校の行事や特別の日にということで考えていただきたい。同じ

給食費なのに毎日違うというのはできない。 

〇委員：給食費を変えるのではないのか。 

○委員：どこの市町村でも保護者の負担額は同額であり、予算の範囲内でということである。 

〇委員：栄養士の先生の裁量で行うのか。 

○委員：栄養士にそこまでの裁量はない。献立検討委員会等で承認されれば可能かと思う。 

○委員長：献立検討委員会を立ち上げることを要望として入れていきたい。 

○委員：体制面、自校方式のデメリットとして「調理員が少ないため～」をこのまま入れておく

ことに反対のご意見があればお願いする。（特になし）皆さんがよいと言われているので、削除

の取り消しをお願いする。 

○事務局：方式を決定するうえで、この資料は重要になる。答申資料に入るものであり、みなさ

んの総意で決めていただきたい。 

○委員：体制面、自校方式のメリットに「各学校行事や食数の変更等への対応が可能である。」と

あるが、現在、小学校ではどのようなときに食数の変更をしているのか。 

○事務局：たとえば、5 年生の野外活動とそれに伴う振替休業日は学校により時期が違うので、

学校による食数の変更になる。学級閉鎖時も食数を変更する。 
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○委員：修学旅行等によるあらかじめわかっている食数の変更に関しても、センター方式だと対

応できないのか。 

○委員：あらかじめわかっている行事についてはセンター方式でも変更は可能である。ここに書

かれているのは、急に学校行事が入った場合の時間の調整等の意味かと思っていた。また、警

報時の対応はセンターでもできるが、学級閉鎖、学年閉鎖などへの対応は自校方式の方が柔軟

にできると思う。 

○委員：広陵町の小学校では、午前中に警報が出たときは、給食を食べてから帰らせており、自

校方式でもセンター方式でも対応は可能ではないか。削除していただけないか。 

○委員：食数の変更については、時間的な対応のことかと思う。学校行事で給食時間が遅くなり

そうなときに、センター給食だと配送時間が決まっているので、給食が冷めてしまう。自校方

式であれば、遅れることが分かった時点で配缶せずに待つことができる。「食数の変更」ではな

く、「学校行事への時間の変更」に対応できると書いていただいたらどうか。 

○委員：それで結構である。 

○委員長：そのような説明にしていただくのがよい。 

給食に関係しては多くの法律がある。厚労省の大量調理衛生管理マニュアルを見ると、温かい

ものを時間をかけて運ぶ場合、病原菌が発生するので、10°C 以下にしなくてはならない。広

陵町でセンター方式にした場合にそれに該当するのかどうか、教えていただきたい。大阪市は

弁当屋さんが持ってくる給食なのだが、すべてのものを 10°C 以下にして出すので、子ども

たちに不評である。 

○副委員長：マニュアルには、10°C以下と 65°C 以上というのがある。これは守らなければな

らない。守ったうえで、調理機械を入れ、人員を入れるという話になると思う。 

○事務局：補足する。マニュアルでは、自校方式であれ、センター方式であれ、調理してから食

べるまでの温度を 10°C 以下のものは 10°C 以下で、65°C 以上のものは 65°C 以上で保た

なければならないとされている。また、文科省の学校給食法の学校給食衛生管理基準では、「調

理済食品等が給食されるまでの温度の管理および時間の短縮に努めること」と記載されている。 

○副委員長：食育面、自校方式のメリットについて、「学校、学年、クラス単位での地域連携」の

記述が消されているが、削除した経緯を教えてほしい。広陵では自校方式で地域と連携して食

育を行うことは難しいのか。 

〇事務局：当初は一般的な例を含めて資料を作成していたが、地元農家との連携、食材の調達に

ついては確約できないので削除した。ご審議いただきたい。 

○委員：広陵町では地元野菜の供給量が給食を賄える量ではないと聞いたことがある。大阪狭山

では、100％は賄えなくても地元野菜を使う日を設けていると聞いた。広陵町は田園の広がる

地域でもあり、給食のすべてを賄えなくても、たとえ 10％でも地元野菜を使っていただけたら

と思う。業者とのやりとりなどが難しいと思うが、食育に力を入れてやっていくのであれば、

お願いしたい。 

○委員：広陵町はなすが特産だと聞いており、6～9 月は広陵町でつくられたなすを業者にお願い

して入れてもらっている。その際には校内放送や給食カレンダー等でそのことを知らせている。

毎回すべての量を供給するには至っていないが、ポイント、ポイントでは、こういった取り組

みを続けていきたい。 
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○委員：委員長。先程、要望を聞いて反映したいと言われたが、それは、センター方式、自校方

式の両方についてか。 

○委員長：両方に係ることもあれば、片方に係ることもある。答申時には、決めた方式に係る要

望を入れていきたい。たとえば、共通するものでは、給食委員会として、納入業者選定委員会、

物資購入委員会、献立作成委員会、アレルギー対応委員会などきめ細かな委員会の設置を要望

したい。 

○委員：それはわかるが、方式を決めたうえで要望を吸い上げた方がよいのではないか。 

○委員長：そうするつもりである。メリット・デメリットは判断するために大切なことなので、

時間をとっている。 

センター方式にすると、麺がぶった切りであるなど工場で大量につくることによるデメリット

が生じる危険がある。子どもたちには美味しいものを食べさせたい。 

○委員：食数が多いと工場のようになると思うが、広陵町は 1,200 食である。 

私自身は、センター方式で、箱モノは町が建て、中の人は民間委託するのがよいと思っている。

センターの場所は町営住宅の北側が想定されるが、両中学校から遠くなく、配送時間もそんな

にかからない。温かいものを提供することに関しては、自校方式とそんなに変わらないのでは

ないか。 

○委員：センター方式については、デメリットばかりが出ているが、太陽光発電を入れれば災害

時の炊き出しもできる。センター方式のメリットとしてそれを入れていただきたい。 

○委員長：災害時は学校が避難場所になる。学校に給食設備があれば対応できるので、それはど

ちらにも言えるのではないか。 

○委員：センター方式なら、太陽光発電があり、災害時に対応できる。防災拠点にもなると思う。 

○委員：貯水槽付きのセンターであれば、水も確保できる。非常用電源もあり、電気が停まって

も対応できる。そういった点で自校方式よりも被災時の対応面でメリットがあるということを

書いてほしいと言われたのだと思う。 

○事務局：自校方式でも対応は可能である。防災に関して、中学校の建物は耐震構造であり、避

難所にもなっている。旧村の広陵中は LP ガス、真美ケ丘中は都市ガスであり、その違いはあ

る。 

○委員：先日訪問した、最近建った富雄南中学校の自校式の給食室には、どのような防災対応が

なされているか。 

○事務局：わかりません。 

○委員長：昭和 56 年 6 月以前と以降では建築基準が異なる。以前の建物の耐震リフォームには補

助金が出る。現実には神戸の地震を契機にワンランク上の耐震設計の建物が建つようになった。

神戸の地震のマグニチュードは東北の地震と比べ、さほど大きくはなかったが、直下型で縦波

が大きく、耐震設計は横揺れにしか対応できないので、大きな被害が出た。幸いにも広陵町に

は活断層がなく、直下型地震はないと思うが、水道や真美ケ丘中学へのガス供給がとまるなど

ライフラインがやられることは想定される。基本的には、それぞれの学校が避難場所として対

応できると思う。 

○委員：センター方式、体制面のデメリットに「各学校での給食の配送受け渡しと配置のため、

配膳要員が各学校に必要」とある。富雄南中学校では、調理室から４階まで子どもたちが運ん
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でいるのを見た。また、広陵東小では調理員が教室まで運んでくれているが、他の学校はそう

でないようである。自校方式でも配膳員が必要だと思う。 

○委員長：センター方式になった場合は、要望事項の中で、それをお願いしようと思う。 

○委員：センター方式、維持管理・運営面のデメリットに「センター長や各学校での配膳員の配

置により、人件費増の要因になる。」とあるが、センター長の給与は市町村教育委員会と兼務で

あれば発生しない。私が調べた範囲で別に雇っている市町村はなく、子どもたちのことがわか

っている教育委員会の方の兼務が望ましいと思う。「センター長」の記述については削除してい

ただきたい。 

○副委員長：センター長を別立てにしているところもあり、給食数やセンター長がどの仕事をす

るかにもよる。広陵町の栄養士は忙しそうであり、給食業務に時間をとられ、食育に力を入れ

られない状況なのではないかと思う。センター長が栄養士を兼務するなら、人員を増やすのも

一つの方法である。センター長でなくてもよいが、栄養士をもう一人増やす方向で、食育面を

充実したらどうか。栄養士の業務の実情をお話しいただきたい。 

○委員：栄養士２名とも今年度に異動してきた。市町村をまたぐと献立ソフトや発注システムが

違い、不慣れなこともあり、事務仕事に明け暮れている。食育に力を入れたいが、日々の献立

づくりを滞りなく行うことに追われている。所属校では、給食時間に教室を回って状況を見た

り、給食について説明をしたり、学校の給食委員会を動かすことくらいしかできていない。こ

れから食育に力を入れたいが、中学校給食の立ち上げもあり、時間が足りない。 

○事務局：町の教育委員会の体制が不十分な現状であり、中学校給食の実施を機に給食と食育に

専属職員を充て、充実させていくことを考えている。給食委員会を立ち上げれば、その運営も

ある。体制づくりを考えていきたい。 

○委員長：食育に関しては法律もできている。食に関する指導の目標は以下の通り多岐にわたる。

「食事の重要性、食事の喜び、楽しさを理解する（食事の重要性）」「心身の成長や健康の保持

増進の上で望ましい栄養や食事のとり方を理解し、自ら管理していく能力を身に付ける（心身

の健康）」「正しい知識・情報に基づいて、食物の品質及び安全性等について自ら判断できる能

力を身に付ける（食品を選択する能力）」「食物を大事にし、食物の生産等にかかわる人々へ感

謝する心をもつ（感謝の心）」「食事のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を身に付ける（社

会性）」「各地域の産物、食文化や食にかかわる歴史等を理解し、尊重する心をもつ（食文化）」。

栄養士だけに任せるのでなく、学校の先生方も、食育の大事さを認識し、ご協力いただきたい。

教科や年間 120 時間の総合的学習を活用し、食育に取り組んでほしい。 

○委員：センター方式、食育面のメリットで「体験プログラム等」「同じ水準での指導」が消され

ているが、この２つは消す必要はないと思う。３年生がまち体験として広陵町の建物の勉強に

行っている。センターに行き、給食をつくるところを見てから、給食を食べて帰ることもでき

る。 

先生方による食育について、息子の場合は、余った米飯をおにぎりにする方法を教わったり、

いろいろな味のふりかけを持ってきていただいたりして、楽しみにしていた。 

○委員：私も同感である。大阪狭山の話も聞き、センターでの体験等プログラムの話は、以前か

ら全員で議論していたと思う。また、自校方式だと味が変わることもあるが、１カ所でつくれ

ば同じ味、同じ水準で提供できると思う。なぜ消したのか。できたら消さないでほしい。 
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○事務局：「センターでの体験等プログラムが可能である」を消したのは、見学は可能であるが、

体験等については頭になかったからである。 

○委員：センターの２階から働いている調理員の姿が見られ、よい教育ができるのではないかと

当初から話していた。残しておいていただきたい。 

○委員：意見は、事務局に問うのではなく、委員の総意で決めればよいのではないか。 

○委員長：では、残しましょう。 

○委員：自校方式にした場合、ゴミのにおいが出るのではないか。真美ケ丘中の向かいに私共が

住む住宅地がある。このあたりには、神経質な方が多いが、そういった方への説明や対応の問

題がある。その点もデメリットとしてあるかと思う。 

○副委員長：どちらの方式でも残飯があれば、においは出る。それをきちんと管理することを含

め、給食をつくる者の仕事かと思う。それには、何か特別の設備が必要なのか。 

○委員：生ごみは生ごみ処理機でたい肥化し、学校園等で使うことも可能である。食材が入って

いた袋が洗われずに捨てられると収集までの期間に悪臭が出る原因になる。各調理施設で水洗

いをして出すなど、一定のルールをつくることによってにおいは軽減されると思う。 

○委員長：どちらの方式でもごみは出る。 

○委員： 関連する設備にはお金をかけてほしい。 

○委員：センターが川の近くなら、住民に迷惑がかかることが少ないと思う。自校方式ではにお

い対策をしてほしいので、デメリットにあげておいたらいかがかと思う。 

○委員長：センターの場所だが、町営住宅の北側の空地であれば、町営住宅が近い。元東幼稚園

用地だと近くに住宅はない。建てるときにご近所への了解を取ることはされると思う。 

メリット・デメリットについては訂正箇所が何カ所かあった。よろしくお願いする。 

 

５．給食の実施方式について 

○委員長：方式の検討の前に決めておかなければいけないことがある。 

まず、センター方式にする場合だが、これまでに小学生と中学生は味覚が異なり、一緒にする

のは難しいことが分かった。小中を含めたセンターは考えず、中学校独自で考えるということ

でよろしいか。 

（委員からの異議なし）そうさせていただく。 

センター方式の場合の場所について、④図書館前は考えないとして、面積的には①と②③が可

能だが、どちらがよろしいか。 

○委員：これとは別に土地をみてみるという話があったが、どうなっているのか。 

○事務局：どちらの方式になるかわからないので、具体的にはなっていない。 

○委員：自校方式なら 28 年 4 月の給食開始ができる。センターの場合も①なら 28 年 4月に開始

できる。①にして同時並行で考えたらどうか。 

○委員長：②③の場合には、下水道整備の関係で日程的に遅れる。ここでは①に決めてよろしい

か。 

（委員からの異議なし）では、センター方式の場合の第１候補地は①古寺町営住宅北側空地と

する。 

また、自校方式の場合、両校とも学校にはランチルームはつくらないこととする。 
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6-1 と 6-2 の図面の違いについて事務局から説明していただきたい。 

○事務局：6-1 は自校方式の場合の調理室の配置、6-2 はセンター方式の場合の中学校での配膳

受渡し室の配置を示している。双方とも、真美ケ丘中学校の配送車両の進入路は同条件として

いる。校長先生と先生方に協議していただいた結果、プラン 3 もしくはプラン 6 との要望があ

り、費用対効果等を考慮しプラン 6 で記載している。 

○委員長：どちらにしても正門からは入らないということで設定されている。 

○委員：プラン 3かプラン 6 ということか。 

○事務局：プラン 3よりもプラン 6 の方が安価でできるので、プラン 6を入れている。 

○委員：自校にしてもセンターにしてもこのルートを通すということか。 

○委員長：自転車置き場の問題も解決する。 

判断材料として決めておくべきことについて、ご指摘はあるか。 

○副委員長：確認だが、栄養士の数は両方式とも変わらないということでよいか。中学校給食が

導入された場合、栄養士は何人入る予定か。 

○事務局：現在の 2名に加え、もう 1名、県から派遣される計算で進めている。 

○委員：自校方式の場合、1校には栄養教諭がおり、1校は不在という形になるのか。 

○事務局：そういうことになると思う。 

○委員：生徒何人につき栄養士が配置されるのか。 

○事務局： 生徒 600 人以上の学校には県から 1 名派遣される。現在、５つの小学校のうち西小

と真美ケ丘第 2小が 600 人を超えている。600 人未満の場合は 4校で 1名派遣されるが、残り

3 校なので配分は 0 である。以前は西小が 600 人未満だったが、600 人未満が 4 校あったので

同じように２名配置されていた。真美中と広陵中は 600 人未満であり、今後、600人未満が 5

校となることから、もう１人配置される可能性がある。町単独での配置については、今後の課

題である。 

○委員：自校方式とセンター方式の違いとして、自校方式だと現状の施設に建物を建てるので、

学校の風景が少し変わることがある。私は広陵中に長いこと通った経験があり、厳しかった時

も知っている。学校給食を実施する発想で建てた校舎ではなく、そこに押し込むのであるから、

無理はあると思う。富雄南中学校を見ても窮屈だと思った。 

センター方式にしても自校方式にしても、教室の前まで配膳をすることは要望したい。 

○委員長：広陵中はしんどい時代もあったが、それぞれの校長先生ががんばってくれて、今は落

ち着いている。給食を実施することによって子どもたちが落ち着いた気持ちで学習できる場を

設定できるのではないか、そういう意味で食育が大事だと思っている。中学校給食の実施を決

めた以上は、これを最大限有効に教育に利用していただきたい。食べるだけではなく、食育を

通じて子どもたちが安定した気持ちで学校に来られるようになることを期待したい。 

判断材料はほぼ整った。集約する方法の例として、香芝市中学校給食実施検討委員会資料の報

告書から各方式による比較を数値化した資料を配布する。香芝市では項目別に ABCの評価をし

た結果、自校方式がよいとの判断になったが、物理的に自校方式がとれない学校があったため

センター方式とした。この表を我々なりに訂正していく方法はいかがか。 

○委員：どちらとも言えない項目が多く、難しい。2時間以内の喫食というのはどういうことか。 

○副委員長：衛生管理上、方式にかかわらず、2時間以内に食さないといけないと決まっている。
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当然守らなければならないことなので Aになるはずである。 

－休憩－ 

○委員長：先程の表についてはいかがか。他の方法についてご提案があればお願いする。 

○委員：これまで何回も議論してきた。たまに来た人にも 1 票があり ABCを付けるとしたら、こ

れまでの議論は何だったのか。この表で Aが多いからということで判断するのはいかがかと思

う。この表だけでなく、自分たちの思いを入れていくのがよいと思う。 

○委員長：個別にこの表を出して、それを集計するつもりはない。皆で項目別に相談し、ここは A

だというように決めていきたい。 

○委員：それを皆は理解しているのか。一人ひとり意見を述べていただいた方がよいと思う。 

○委員：前回、メモを書いてきてほしいと言われたので、書いてきた。皆さんも書いていると思

う。それをまとめていくのではないのか。 

○事務局：前回にお願いしたのは、答申の原案を事務局で作成するにあたり、議事録からの拾い

出しだけではなく、皆さんの思いをメモでいただけたらありがたいということである。 

○委員長：本日は、何人かが帰られたので、最終結論は出しにくい。メモは預かっている。最終

的にすっきりした判断資料をつくってもらい、それぞれの方にご意見を言っていただき、それ

を集約する形で次回に結論を出すという形でいかがか。日程を追加しないといけないが、いか

がか。 

○委員：やむを得ないと思う。しかし、たまに来て賛否を言うのはいかがなものかと思う。委員

長から一言注意していただきたい。 

○委員長：先程、メモを預かるときにお願いしておいた。 

次回の会議で決定し、答申案を作成、その後にもう 1 日、日程を設定し、答申案の確認及び答

申を行うこととする。 

 

〇その他 

・第 9 回委員会：8月 11 日（月）PM13：30～（方式の決定） 

・第 10 回委員会：8月 29 日（金）AM10：00～（答申案の確認、答申） 

  

６．閉会 

○副委員長挨拶 

以上 


